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【第 1 部】 

 司会 それでは第 1 部「東アジア経済圏構想－EPA その他の動き」につきまして、外務

省顧問、株式会社野村総合研究所顧問、立命館大学特別招聘教授の薮中三十二様のご講演

を始めさせていただきます。 

 薮中様は 1969 年、外務省にご入省され、韓国、インドネシア、アメリカ、その他世界

をまたに掛けてご活躍されてこられました。2002 年 12 月には外務省アジア大洋州局長に

ご就任され、対北朝鮮外交での拉致被害者の返還交渉と、北朝鮮核問題における交渉担当

者となられたことは、皆様ご存知のとおりでございます。現在は外務省顧問、株式会社野

村総合研究所顧問、立命館大学教授として大変ご活躍されておられます。 

 お待たせいたしました。本日、第 1 部の講師である、薮中三十二様にご登壇お願いした

いと思います。皆様、大きな拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。（拍

手） 

 薮中 どうも。ただいまご紹介にあずかりました薮中でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 早速ですけれども、まずは本日のいだだいている課題ということで、「東アジア経済圏構

想－EPA その他の動き」ということですので、その点について一つというか、一言という

か、概略を簡単に申し上げて、その上でむしろ本当に皆様、これから東アジアに向かって

いかれる際に、中国を含めて、そしてまた ASEAN の国々、あるいはインドまでというこ

とで、それと日本との関係はどうなっていて、あるいは今後、どういう展開になっていく

のかということ。 

 とりわけその中でも、一つの大きな塊は ASEAN、それがどういう状況になっているか。

そしてまた、もう一つは何といっても日本も ASEAN もみんな、これから一番直面するの

が、中国とどう向き合うべきなのか。中国と向き合うときに、どういう問題があるのかと

いうことについて、政治・安全保障と経済、合わせてのことで、私なりの話をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 そういう意味で、まずお手元にも資料があるかと思いますけれども、経済連携構想、「東

アジア経済圏構想－EPA その他の動き」ということですけれども、どういうことになって

いるかということについて、私なりに概略をお話させていただきたいというふうに思いま

す。 

 基本は東アジアにおいて、これはやはり、この 15 年間ぐらいだと思いますけれども、
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相当に東アジアの中での地域協力、経済の緊密な動きというのが出てきている。これは間

違いないことだというふうに思います。今日、東アジアの中での域内の貿易はもう、55％

をはるかに超えていまして、世界全体で言えば、EU が 60％強だというふうに私は理解し

ていますし、あるいは NAFTA という、もう一つ大きな北米地域の自由貿易のグループが

ありますが、それは 45～46％という意味で言うと、東アジアの経済連携、あるいは、これ

はもう相当に域内貿易は高いレベルにあるということだと思います。 

 また、最近はもう一つ大きな点は、中国の伸びが非常に大きいということで、ほぼ各々

の国にとって、中国が最大の貿易相手国になっているという現状もあるということだと思

います。ですから、域内の協力は増えてきています。そういう中で、やはり中国の存在と

いうのは非常に大きくて、各々貿易面では、何といっても中国との貿易が最大の相手国に

なっている。このようなことが大きな構図だと思います。 

 そういう中で経済圏構想的に申し上げますと、鳩山内閣になって、鳩山政権ができて、

東アジア共同体構想というのが打ち上げられました。これがどういう意味なのかというの

は、私自身も必ずしもよくわからないところがありました。最初に鳩山総理が当時言われ

たのは、日米関係というのは日本にとって大事だと。同様にアジアとの関係も大事だと。

今後は、そのアジアとの関係を強化していきたい。そのためには東アジア共同体構想を進

めたいのだ。こう言ったわけです。 

 それを字面そのまま読みますと、その東アジア共同体構想というものの中には、当然ア

メリカは入っていないとしか読めないような、そういう感じだったのです。アメリカとし

ては、自分を除外して日本は何を考えているのだということで、相当に問題がギクシャク

したということがありました。 

 実際問題は東アジアの経済圏というか、申し上げましたように、相当に東アジアの中で

経済の相互依存、そしてまた域内の貿易というのは増えてきています。それのやはり原動

力というのは、ASEAN＋3 だったのだと思います。ASEAN の 10 ヵ国、それと日本と中

国と韓国の 13 ヵ国でずっとやってきました。 

 とりわけ 1997 年にアジアの経済危機がありました。それを契機にして、それ以前から

もちろん日本は ASEAN を相当重視してやってきたわけですけれども、1997 年のアジア

の経済危機を契機として、やはり ASEAN＋3 ということで、相当域内の協力をやらなけ

ればいけないのではないか。あのときは欧米の企業はあっという間にアジアから逃げてい

きました。タイでもそうでしたし、いろいろなアジアの国々が経験したのが、欧米企業と
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いうのは何かことがあれば、あっという間に逃げていく。そういう意味では日本が頑張っ

たわけですけれども、踏みとどまったわけです。 

 それからやはり、中国が非常にこれから伸びてきました。過去十数年間、15 年間近くで

すか、ASEAN＋3 というので、ずいぶんといろいろと地域協力を行なってきました。すで

にもう、50 以上の実はグループがあります。閣僚会議から始まって、次官会議、あるいは

専門家会議ということで、分野で言えば、最初は貿易投資でしたけれども、その後にエネ

ルギーであるとか、情報通信であるとか、観光であるとか、あるいは防災とか、テロとか、

そういう分野、ずいぶんたくさんの分野がありますけれども、そこで実際に地域協力を進

めてきました。その中心が ASEAN の 10 ヵ国と＋3 という 3 ヵ国であったということが

一つの大きな流れであります。 

 もう一つの大きな流れは FTA、あるいは日本はこういうアジアの国々とやるときには、

単なる FTA ではなくて、EPA だということでやってきていますけれども、2000 年以降、

この 10 年間進んだのは、そういう FTA、EPA のネットワークが出来上がってきたという

ことだと思います。 

 そういう中で、とりわけ ASEAN がその中では重要な地位を占めています。ASEAN 自

身は 2015 年に完全に ASEAN が共同体になります。これは経済、あるいは政治・安全保

障、そして文化と三つの分野で、ASEAN が一つの完全な共同体を目指していこう。ASEAN

憲章というものもできまして、今、ASEAN の統合ということが必死でやられています。

ASEAN は常に自分たちが中心となって、それで日本、中国、韓国、あるいは最近ではイ

ンドとか、そういう国々との協力関係も進めていくということがあるわけであります。 

 それが具体的に、それではどういう EPA、FTA になっているかということですけれど

も、お手元の紙の最後のページに、実は ASEAN がもうすでに ASEAN として、バイとい

うのは変な話なのですけれども、ASEAN が他の 1 ヵ国ずつとやっている FTA、EPA とい

うものがあります。日本もありますし、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド、

こういう国々と ASEAN との間での EPA というのは、もう、出来上がっております。で

すから、これが一つの核になります。 

 同時に日本はご承知のとおり、ややこしい話ですけれども、この ASEAN の国々と日本

とが 2 国間でやっている EPA というのも、たくさんあるわけです。私自身、首席交渉官

としてまとめたのがいくつかあります。インドネシアとか、マレーシアとか、タイとか、

ブルネイ、この 4 ヵ国は私自身が交渉して、まとめましたけれども、今ほぼ、すべての
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ASEAN の国々と日本とが 2 国間でも EPA を作っています。 

 EPA とここで言っていますのは、単なる FTA と違うというのは、どういうところが違

うのかということですけれども、二つの大きな側面があります。一つは単に関税、そうい

うものの撤廃ということだけではなくて、より幅広い分野、投資のルールであるとか、サ

ービスのルールであるとか、人と人との移動の問題。ですからインドネシアとフィリピン

からの介護、看護婦の日本へ来てもらうということも含めてですけれども、そういう単に

貿易だけではなくて、投資、あるいはサービス、そして人の移動、そういうことについて

のできるだけオープンな制度を作りましょうというのが一つの大きな特徴です。 

 もう一つの特徴は、やはり日本が ASEAN の国々とそういう協定を作るとすれば、

ASEAN からすると、やはり日本のような競争力のあるところは大変だという思いが非常

に強かったものですから、日本は大いに協力しますよと。ASEAN の国々の、いわゆる人

づくり、そういう意味での機能強化ということにお手伝いをしましょうということで、協

力と表現になっていますけれども、日本とインドネシア、あるいは日本とフィリピンとか、

そういう 1 ヵ国ずつの EPA を見ますと、最後に非常に大きなチャプターとして、章づけ

として、協力という分野があります。 

 それは日本がそれぞれの国について、部品であるとか、いろいろな製造部門、あるいは

その他のことで協力をする。質的な協力でありますけれども、質を向上する、競争力を向

上する、そういう協力もしましょう。そういう意味で、幅広い意味で経済連携協定、

Economic Partnership Agreement という言葉を使っているわけです。 

 ですから、だいたいそういうものは出来上がっています。そうすると、いま出来上がっ

ていないのは、この 1 ページ目に、最初のページに戻りますけれども、より幅広い広域経

済連携というのは、これはアイデアばかりが、まだ、いろいろあります。 

 三つ、ここに書かれていますけれども、一つは日本と中国と韓国との FTA を作ろうでは

ないか。もう一つは、ASEAN10 ヵ国と日本、中国、韓国、先ほどから言っています ASEAN

＋3 で FTA を作ろうではないか。もう一歩広がると、ASEAN の 10 ヵ国と日本、中国、

韓国に加えて、インド、豪州、ニュージーランドと、この 16 ヵ国で作ろうではないか。

いろいろなことは構想として進んでいます。それなりに研究もやりました。今、各々まだ

構想段階にありまして、これが本当にきちんとした協定になるのかどうか、まだ相当の時

間がかかるというのが私の今の理解であります。 

 その次のページにありますのが、例の TPP です。この TPP というのは、先ほど言いま
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したように、アメリカは自分が入っていないのかと。どうも東アジア共同体構想というと、

アメリカが抜けているぞということで、若干、危機感を覚えたアメリカでありますけれど

も、自分たちはと、アメリカは必ずこの地域、そういう組織からは中心のプレイヤーとし

て入るのだという、非常に強い思いがあります。特にオバマ大統領ですけれども、オバマ

大統領には彼らのパシフィック・プレジデントと言っています。 

 ですから、このアジア・太平洋はもう、自分にとっては非常に大きな関心事だという中

で、それではどうするかということで初め言ったのは、このFTAAPというものです。APEC

二十数ヵ国ですけれども、この APEC で自由貿易構想を作ろうではないかということが最

初、出たのですけれども、やはり考えてみると、なかなか大変だと。二十数ヵ国で中南米

の国々も入っています。なかなかこれはうまくいかないなということになって、その間に

東アジア共同体構想なんて出たものですから、いろいろ研究をすると、アメリカも TPP

というものがあると。 

 実は TPP というのは、ずいぶん昔からできているのですけれども、誰も関心を持ってい

ませんでした。それは 4 ヵ国の大変小さな国です。シンガポールであり、ブルネイであり、

ニュージーランドであり、チリと、経済的にはほとんどネグリジブルと言ったら怒られま

すけれども、そんな程度だったのですが、アメリカから見ると非常に都合がよかった。そ

れは非常に自由貿易主義的であるし、それからアジア・太平洋にまたがっています。つま

りシンガポール、ブルネイでニュージーランド、チリということで、環太平洋にまたがっ

ているものですから、では、これで行こうということを決めたのが去年の話なのです。 

 ですから、これはかなり東アジア共同体構想とも連動している話だと私は思います。そ

ういう中でアメリカがそれに加わるとなったものですから、豪州とか、いくつか国々が手

を挙げました。現在 9 ヵ国で交渉しています。急に日本がこれに関心を持ったということ

で、TPP、TPP と言っているということであります。 

 この交渉の現状ですけれども、アメリカは今年の 11 月、ハワイで行なう APEC の会合

があります。去年、横浜で日本が主催しました。今年はアメリカがハワイで主催いたしま

すけれども、そのときに何らかの合意をしたい。私はきっちりとした合意ができるはずは

ないと今、見ていますけれども、何らかフレームワーク合意的なものをしたい。フレーム

ワーク合意というのは、我々はこういう貿易交渉でいうときには、大枠、それをどこまで

細かく決めるか。あるいは、どこまで大ざっぱなものかということですけれども、それを

今、作業をしているということだと思います。 
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 何らか、しかし、今年の 11 月には、そういう意味での基本原則とか、だいたいフレー

ムワークと言うときには、交渉の方向性、基本的な目的、そして交渉の到達する大枠の合

意点、そういうことについてで、そのあと細かく、いろいろな国が、それでは具体的に関

税をどうするのか。全部撤廃というのは無理として、どこまでがどうするのだとか、より

細かい交渉に入っていくということではないかと思いますけれども、そういうことを今、

目指しているのが TPP だろうと思います。 

 そういう意味で言えば、このいろいろな広域経済連携の中で言いますと、初めのページ

と 2 ページ目を見ていただきますと、TPP はたぶん何らか結実していくということが予想

されるということだと思います。その他のものは、特に 1 ページ目ですけれども、なかな

かこれは、まだ、各々がどこまでこれに力を入れるかというところで、いまひとつはっき

りとしていないという状況だと思います。ですから、以上が全体としての東アジアにおけ

る経済連携協定の動きです。 

 そこで一つだけ TPP について日本との関係を申し上げておきますと、実は私自身、非常

に去年の秋、10 月ですか、総理の施政方針演説の中で TPP というのが入って、びっくり

したのですけれども、私がびっくりしたというのはどういうことかというと、実は去年の

3 月頃に政府部内で、僕が最初に TPP に日本は入ろうということを言い出したのですが、

そのときはみんな、「いや、それはとても無理です」ということだったのです。現実問題と

しては農業をどうするのか。基本的に TPP で求められることということで、ほぼおおむね、

すべての品目について関税の撤廃をするということは、たぶん求められるだろう。そのぐ

らいのイメージなのです。 

 今まで日本がやってきた EPA というのは、もっと簡単なものでして、これはあまりそ

こを言うとまずいのですけれども、FTA というのはご承知のとおり、WTO、GATT の体

制の中では非常に例外的なのです。全体として本来は、こういう経済の枠組みというのは、

すべてに平等でなければいけないというのが GATT のルールであり、それが WTO になっ

ているわけです。世界貿易機関ということで、その中で言えば、大半、全部自由化する。

あるいは自分たちが自由化で決めたことは、すべての国にあまねく均てんする。これが

MFN 原則、Most favored nation と言っていますけれども、最恵国待遇というものなので

す。 

 これの例外が FTA、その例外というのは GATT の 24 条ですか、確かありますけれども、

要するに、よほどの例外であります。例外にするためにはほとんどのことについてそのグ
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ループの中では完全に自由化しなさいというのがあります。それをどう訳しているかなの

ですけれども、日本がやってきたのは 90％、関税について言えば品目についていろいろ考

えて、だいたい 9 割は関税をゼロにするというのを一応の目安にしているのですが、そう

は言っても、もっとザルになっていまして、貿易量でゼロにしよう。 

 今やっている貿易の中でのゼロにしますから、やっていない貿易はいっぱいあるわけで

す。例えば米なんかは要するに元々輸入はしていませんから、実際にやっている貿易量の

中で、そのうちの 9 割について輸出、輸入が関税がゼロになればいいというのを自分で決

めているのです。 

 相手が ASEAN ですから、そう難しいことを言うなということで交渉して、お互いにア

ジア人同士の、あるいはメキシコとか、ペルーとか、チリとか、中南米もそうしましたけ

れども、あまり無茶を言いません。では、本当に欲しいのは何か。このぐらいでやるか。

それは最後のある意味、談合のようなものですけれども、日本としてはここまで出せるか

ら、しかし徹底して言うなと。徹底して日本のすべてについて全部ゼロにしろと、そんな

ことは言うなと。 

 タイの交渉でもありましたけれども、米は初めからまず除外しろよと。交渉に入る前か

らです。そういうことで、相手もお互い、日本と ASEAN ですから、だいたいわかるとい

うことで無理をしません。そんなことでやってきたのです。ですから、まあまあ形はつい

ていますけれども、かなり甘い FTA、EPA であることは間違いないのです。 

 今度の TPP とか、あるいは日本がオーストラリアと今、交渉をやっていますけれども、

ああいう場合になりますと、やはり、もう少し切り込まなければいけません。どこまで切

り込むかということがありますけれども、かなり貿易の制度について、あるいは関税につ

いて、相当に身ぎれいにしなければいけないということはあるものですから、だから、言

ってみたけれども、みんな、「そんなの無理ですよ」というのが初めの反応だったです。そ

のまま 10 月になってみると、TPP ということになって、私自身も若干驚いたというのは、

本当にその覚悟があるのかどうか、日本にその用意があるのかどうかということなのです。 

 これは私自身がなぜ TPP に入ったほうがいいと思ったかといいますと、やはり日本がも

う一度、グローバルにやっていく、元々の少子高齢化、日本の内需が伸びない、そういう

中で大きなメッセージとして日本がもう一度世界で戦っていく、グローバルな社会でやっ

ていくというときにはこの TPP もひとついいのではないか。これをきっかけに農業につい

ても一定の改革をするということがあればちょうどいい機会ではないかというふうに思っ
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たわけです。 

 ですから、ここにおいては二つの点で非常に間違ったメッセージがありまして、一つは

アメリカに言われてまたやるのか、また TPP に入るのかという議論が日本の中であります。

これは全く違います。アメリカは初め、日本に入ってほしいとは思っていなかったという

ぐらいの話なのです。なぜかと言うと、これは日本が入るとなると、日本がいろいろなこ

とで注文をつけて、また、きれいな FTA ができないというふうにアメリカのプロは思いま

す。 

 もう一つは議会に持っていく。アメリカのこういう FTA の合意をやるときには最終的に

議会の了承が必要なわけですけれども、議会に持っていくときに日本が入っているとなる

と、これはまた相当大事なのです。議会ですんなり通るかどうかわかりません。やはり大

きなプレイヤーですから、今、アメリカと韓国の FTA がまとまっていますけれども、まと

まった後に議会が承認してくれないという事態がずっと続いているわけです。 

 ですから、日本抜きであれば、もうすでにアメリカは豪州とは FTA があります。その他

の国というのは、だいたい小さな国ですからさほど問題ないということがあります。です

から、アメリカとして日本にぜひ入ってくれということではなかったのです。ただ、日本

が入るという、参加の意欲を示せば、最終的にアメリカはもちろんウェルカムしますよと

いうことを言ったということなわけです。これが一つ、認識として若干誤って伝えられて

いる一つの点だと思います。 

 もう一つは、それではということで、農業がつぶれる。これに入ればもう何の例外もな

いのだから、日本の農業は壊滅するという話です。これがまことしやかに伝わっています。

日本の農水省も、これで FTA、TPP に入れば、日本の農業は 7 兆円以上の損失が起きる

という、むちゃくちゃな数字をでっち上げとは言いませんけれども、出しています。 

 あれは日本の政府の問題なのですけれども、経産省はどれだけのメリットがあるかとい

う数字を出して、農水省はどれだけの損害があるかというのを出して、内閣府は内閣府で、

何かデータを動かして出しました。三つあって、それでは国民から見れば何なのかという

のが全くわからないで提示されているというのは問題だと思います。 

 農水省の出した七兆何千億円のうそというのは、間違いというのは、要は今、この時点

で、ある日突然、日本の農産品の関税がすべてゼロになりますということで作っているの

です。その上で、そうすれば日本の農業は壊滅します。そうすれば、これだけの影響が出

ます。これはすべてうそであるのは、まず、どんな交渉結果であれ、今日この時点ですべ
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て関税がゼロになるという交渉はするはずがないです。いずれにせよ、日本の農業が全部

つぶれるなんてことも全くあり得ません。ですから、そういうところは非常に誤って伝え

られているのだと思います。 

 私自身は、日本は非常に生真面目で、TPP という言葉が日本国民がこれだけ国民的レベ

ルでみんな名前を知っていて、このような国はどこにもありません。9 ヵ国、交渉してい

ますけれども、誰も国民は TPP というのはそんなには知りません。日本はまた、交渉に入

る前に大変時間をかけて、「さあ、どうしよう。どうしよう」ということで思い悩んでいま

す。これは逆であって、まず交渉して自分の有利なものを作って、それが作れなかったら

入らなければいいわけですから、そのぐらいの話でやっていけばいいものを、ずいぶんと

生真面目にやっているなという感じがいたします。 

 ただ、そうは言っても相当の覚悟も必要です。ある程度、整理しなければいけません。

農業について、今の農業の保護という制度は、全く日本の農業の本当の意味での保護にな

っているのかどうか。保護・育成になっているのかどうか。農業自身の、あるいは農民自

身の本当の意味でのためになっているのかどうかということからいうと、相当に疑問があ

ります、怪しいというのが実情だと思います。 

 一番問題なのは、どんな保護政策をやっているかが国民に全くわかりません。ものすご

く複雑な制度にしてあります。関税の何パーセントをかけているとか、そんな話ではない

のです。何キロ何円という制度にし、かつ、何と何の抱き合わせにするとか、結果として、

その上がってきた収益と、それから一般予算を加えて、いろいろなかたちでばらまいてい

るということになっているものですから、結果として何が起きているかというと、どんど

ん日本の農業がジリ貧になっているということです。 

 ですから、私はちょうどいい機会だと思ったのは、きちんと見直して、農業を改革する。

しかし、強くする、あるいは基本的に守るということはきちんとやった上で、しかし、こ

れはきれいにしましょうということでやる。 

 ですから、どうして私は韓国に学べということを言っているかといいますと、韓国はな

かなか立派でして、昔はウルグアイ・ラウンド交渉で私は一緒に韓国は隣にいて、いつも

やっていましたけれども、お互いにどちらが先に農業を守るということを叫ぶかどうかと

いうことをやっていたのですが、最近になって、この数年間、韓国は大統領の、これは実

は前の大統領なのですけれども、ノ・ムヒョンさんのときなのですが、相当きれいにしま

した。 
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 基本的には、やはり韓国は 1997 年、IMF の管理下に入ったということで、もう一度、

国を立て直さなければいけないという思いでスタートしたと思いますけれども、その中で

農業について米は守る。しかし、その他は相当身ぎれいにするという決断をしました。も

う一つの決断は、交渉にあたって、非常に強力な大統領の全面的なバックアップを受けた

1 人の閣僚がやる。ですから、農業も工業もサービスも、全部 1 人の閣僚がやるというシ

ステム、その二つをやったのです。いろいろもちろん、韓国の中で反対論もありましたし、

デモもありましたし、大騒ぎもしましたけれども、それを乗り切ったということがあった

わけです。 

 日本の場合もそういう意味で言うと、相当の覚悟が必要だということだと思います。最

悪のシナリオというか、政策は、TPP に何とか入ろう。ただ、それにあたっては大変農業

に迷惑をかける。だから、今の農業の制度の上に、補助金をさらに付ける。これであれば

絶対、僕はやめたほうがいい。そのような選択は取らないほうがいいと思います。 

 それが、こういう意味での経済連携の話でありまして、私の中の第 2 部としまして、む

しろ、政治的な流れを含めての日本と東アジアのいろいろな国々との関係が、どうなって

いるのかということをお話したいと思います。 

 まず、中国に入る前に ASEAN であります。ASEAN の国々も、彼らは本当に今、悩ん

でいまして、圧倒的に中国の経済が強くなっています。貿易相手国としては圧倒的に中国

が 1 位です。しかし、各々の国が、すべて中国の言うがままになるということは避けたい

と思っているわけです。最近、特にやはり、中国の大国意識、大国、相当の横暴な振舞い

が出始めています。 

 一番端的に表れているのは、南シナ海、南沙諸島なのです。これは ASEAN の中で言え

ばフィリピン、マレーシア、ブルネイ、それからベトナム、インドネシアも一部関係いた

しますけれども、そういう海洋国を中心とした国々があります。彼らは本当に中国のやり

たい放題に相当ひどい目に遭っています。1 人、ベトナムだけが、それに対して中国に向

かってきたということが構図として、この数年間あったのです。 

 ですから、先ほど見ていただきました TPP で、9 ヵ国の中にベトナムが入っているので

す。これはもう、普通でいうと考えられないことなのです。普通でいうとというのは経済

レベル、どういうかたちで貿易制度を整えているかということで、日本ですら、今 TPP

に入るかどうか悩んでいます。一番たぶん遅れている国の一つがベトナムなのです。それ

が入ろうとしています。 
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 これはなぜかというと、極めて戦略的な動きなのです。中国とどう向き合うか。そのと

きに中国の思いどおりにはなりたくない。ご記憶かわかりませんけれども、原子力発電所

を最初に発注した国はロシアだったのです。日本はずいぶんショックを受けましたけれど

も、あれは潜水艦をロシアから買うとか、いろいろなかたちでの軍事面での協力というの

がそこの裏にありました。 

 もう一つ、ここにあるのは、アメリカと結ぶということなのです。アメリカとベトナム

が 2 国間で FTA をするというのは不可能です。それはアメリカ側にまだ、ベトナム戦争

の後遺症があるわけで、とてもではないけれども、まだベトナムと FTA をやろうという雰

囲気に政治的には絶対ありません。それはベトナムもよく知っているものですから、この

TPP を通じてアメリカと手を結ぶという戦略的な動きをしているということだと思いま

す。 

 ASEAN に戻りますと、そういうことでみんな、ずいぶん中国との付き合い方を悩んで

いるのです。最近においてはよく報じられていますけれども、ベトナムが南沙諸島で石油

の油田開発をしていると、中国の船がぶつかってきた。ケーブルが切られたということも

あるわけであります。ですから、相当に中国の出方はみんな警戒しています。 

 そこで二つあります。一つは去年なのですが、ASEAN の側から本当に心配な声が上が

りました。それは日米の同盟関係がどうなるのかということなのです。ASEAN として見

れば、これから 21 世紀をやっていくにあたって、いま言いましたように、中国との関係

はものすごく経済的には非常に濃密にならざるを得ません。しかし、なればなるほど中国

の言いなりになるのは困る、あるいは中国があまりにも一方的になるのは困るという思い

があるわけです。 

 そのバランスをしてくれるのはどこか。今までは日本だったのです。1990 年代、あるい

は 2000 年代の初めぐらいまでは日本ということで、たぶんうまくバランスが取れていま

した。しかし、最近 5 年、10 年、5 年ぐらい見てみまして、ましてや、これからの 21 世

紀、2015 年から 2020 年ということを彼らは考えていますから、そういうときに日本かと

いうと、これはとてもではないけれども日本では頼りない。しかし、日米の同盟関係がし

っかりしていればアメリカもそこへくっついてくる。そういう関係があれば、これは相当

中国との関係でいいバランスになると思っているのです。 

 ですからこそ、去年に日米の同盟関係が大変揺らいでいると見えたときに、ASEAN の

国々はみんな私のところにも来ましたけれども、どうなっているのですかと。日米同盟関
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係というのは自分たちから見ても、単に日本の防衛だけではなくて、まず、広い意味での

東アジアの安全保障、平和、そういうことに非常に重要な役割を果たしているのだという

のが ASEAN の国々の正直な考えだったのです。 

 ですから今日、日米の同盟関係がもう一度、これはしっかりお互い守っていくのだ、強

化していくのだ。この間の 2 プラス 2 というのもありましたけれども、日本とアメリカの

間でもう一度申し合わせて、これはまだまだ大事だと。その裏には中国があって、中国が

どんどん軍事力を増強してきている。そういう中で、やはり、まだまだ日米の同盟関係は

必要だということを、この間も 2 プラス 2 という外務大臣と防衛大臣、それから国務長官

と国防長官、この 4 人の間で申し合わせたわけですけれども、あれは相当に ASEAN から

見るとホッとしている、安心しているということだというふうに思います。 

 そういう意味では一つ、ある意味での ASEAN の中で見て、日米の同盟関係がしっかり

している。これは非常に彼らにとっては大事です。 

 もう一つは、具体的な南シナ海の問題なのです。先ほど言いましたように、そういう今、

中国との関係があります。中国は何をしているかというと ASEAN を分断しようとしてい

るのです。中国はこういう領土問題については、2 国間で話し合うべきだということを言

います。それの意味はどうかというと、中国とフィリピンとか、中国とマレーシアとか、

中国と何と。1 ヵ国ずつで相手にすれば、中国は何とか力でねじ伏せることができるとい

うことが裏にあるのだろうと思うのです。だから、きれいに聞こえますけれども、こうい

うことは 2 国間で話し合うべきである。それはそれで押さえ込めると思っているのです。 

 いま分断されようとしているのは、5 ヵ国は実は海と全然関係ない国なのです。いま言

いましたように、フィリピンとかマレーシア、ブルネイ、それからベトナム、インドネシ

アまでというのは海洋国家、あるいは海と面している国でありますけれども、片や、例え

ばタイは一部あっても、基本的にタイとかカンボジアとか、それからラオス、ミャンマー

という国々は、この南シナ海とは何の関係もありません。ですから、これが 2 分されよう

としているということなのです。ここは非常に勝負どころなのです。この南シナ海。 

 実は、これは長いストーリーがありまして、2002 年に ASEAN と中国の間でコード・

オブ・コンダクトという行動規範を申し合わせています。あの頃は中国は日本と東シナ海

でもめているときに、彼らはいつも言っているのは、ASEAN との間ではちゃんと合意が

あるのだと中国は大変胸をはっていたのです。それは何かというと、問題があれば平和的

に交渉し、お互い国際ルールを守るようなことを一応、言っていたのです。 
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 ところが、この 5 年間、中国の中で圧倒的に強くなったのが人民解放軍です。それから

中国の大きな政策変換があって、海洋進出をするということを本格的に決めるのです。そ

れはたぶん 3 年ぐらい前に決めたのだと思います。それでどのようにしてやっていくかと

いうと、まず、漁船です。漁船を守る漁政部の船、それから海洋調査、最後に人民解放軍

なのです。こういう格好でドーッと出てきています。それが南シナ海であり、東シナ海な

のです。ですから、そういうことで新しい動きとして出てきたということなのです。 

 去年、実は、そこで中国はやりすぎたのです。アメリカと去年 5 月に話をしたときに、

相手はアメリカはクリントン国務長官、戦略対話とか言っていますけれども、閣僚級の対

話で、南シナ海についてこれは自分たちのコア・インタレストである、核心的利益だと言

ったのです。彼らが核心的利益と言うときには、コア・インタレストと言うときには、今

まで使った言葉は台湾、あるいはチベットだったのです。逆に言えば、よその国は口を出

すなというときにこの言葉を使います。 

 それを南シナ海について使ったものですから、アメリカはそれは待った。とんでもない。

南シナ海というのは思い描いていただいたらわかりますけれども、非常に重要なシーレー

ンなのです。ずっと南から北へ上がっていくときに、どうしてもあそこを通ります。そう

でなかったらずいぶん外へ、太平洋へ出なければいけません。ですから、当然のことなが

ら航行の自由、アメリカはそれをノーと言います。 

 その結果、アメリカももっとこの地域に加わらなければいけないということで、東アジ

アサミットにも入るということも決めました。そうすると ASEAN も元気づいて、去年の

7 月、ベトナムが主催した ARF、ASEAN Regional Forum という閣僚会議があります。

これはいつも毎年夏にやる、ASEAN とその他地域の国々との間での、ARF というのは唯

一の安全保障についてのフレームワークなのです。 

 安全保障を話すには、ここということになっていまして、ここでベトナムがこの問題を

取り上げます。中国が、「いや、いや。こんなのはこういうマルチの場で取り上げるんじゃ

ない」。2 ヵ国間だけだということを抵抗したのですが、ベトナムは議長国として取り上げ

ました。それまでおとなしかった ASEAN の国々も、アメリカも入ってきて、それで中国

はけしからんと言うものですから、日本ももちろん言います。そうすると ASEAN の国々

もみんな手を挙げたのです。それで中国批判をしたということがありました。 

 その後、どうなっているかですけれども、なお、中国のほうは勢い、より攻撃的になっ

てきているというのが、最初にお話しした、いま起きていることなのです。南沙諸島でま
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さにベトナムの船がぶつかられたとか、そういうことが起きています。東シナ海で起きて

いることは、日本と中国との話はまさにその延長線の話なのです。ですから今、本当は正

念場なのです。 

 これからどうなるかというと、7 月 21 日に今度はインドネシアが議長国で ARF があり

ます。ASEAN Regional Forum があります。もちろん、それとは別に、経済の問題をみ

んなで話し合う会議もあるのですけれども、安全保障は ARF、その他は東アジア、あるい

は ASEAN＋3 の閣僚会議ということでやります。これはすべて 3 日間ぐらいの間にイン

ドネシアで行なわれます。 

 続いて 11 月に、また今度はインドネシアで東アジアサミットがあります。ですから、

今回は ASEAN の 10 ヵ国と、それから日中韓の 3 ヵ国、さらには東アジアサミットとい

うことで、今までインド、豪州、ニュージーランドを入れていましたけれども、今年初め

てアメリカとロシアが入ります。ですから、そこへオバマ大統領も行くわけです。 

 この二つの段階、つまり閣僚会議と首脳会議で私は本当に期待していますのは、何らか

この海洋について具体的なルールを作るような、その足場ができればいいなというふうに

思っているのですが、なかなか容易なことではありません。まさに外交が要求されるとこ

ろでありまして、なかなか今、しんどい状況にあります。 

 しかし、本来言えば、日本にとって非常に大事な時期です。ASEAN の国々、ベトナム

なんかは本当に期待しているわけです。逆に日本が東シナ海で将来、何かまたさらにあっ

て、みんなに助けてくれと言っても、今この段階で南シナ海で助けておかないと、それは

誰も本当は親身になって日本のことを助けてくれません。そういうことも含めて、ちょう

ど非常に大事なときだというふうに思います。それが海洋の話でありまして、そういう意

味で言っても、非常に重要なことです。 

 もう一つ ASEAN のことで申し上げますと、実は世論調査を日本の外務省が 6 ヵ国でや

ったのです。これは ASEAN の中のシンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、フ

ィリピン、ベトナムの 6 ヵ国で世論調査をしまして、今この時点、将来、どの国が各々に

とって大事ですか。一番大事なパートナーですか。それが中国、日本、アメリカの三つの

国のうちどの国があなたにとって一番大事ですか。今日この時点、そして将来というのは

10 年後でも何でもいいのです。 

 答えが 6 ヵ国の間で見事に二つに分かれたのです。3 ヵ国は、今日も明日も中国が圧倒

的に 1 番、あとの 3 ヵ国のうちの 2 ヵ国は、今日も明日も日本、1 ヵ国だけ、今日はアメ
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リカで明日は日本というふうに分かれまして、これはなかなか、これがすべてではありま

せんけれども、おもしろい感じが表れているなと思います。 

 大学の授業だと、これはどれがどの国だとクイズのような話になってしまうのですけれ

ども、結果だけ申し上げますと、今日、アメリカ、明日、日本と言ったのは、容易に推測

がつくかわかりませんが、フィリピンなのです。今日も明日も、まだやはり日本だと言っ

てくれたのがインドネシアであり、ベトナムなのです。マレーシア、シンガポール、タイ

というのは、今日も明日も中国だ。これはいろいろなことがあります。私なんかの思いか

らすると、これだけ例えばタイに、あれだけ日本の企業が投資しているとか、あるいはマ

レーシアとの関係でも、ずいぶん我々は手伝ってきたという思いはあるのですけれども、

しかし、やはり現実の経済の流れ、冷めた目をシンガポールから見れば、どうしてもそれ

は中国だということになるわけです。ところがやはり、中国の思いどおりになりたくない

という国というのは、従来から、やはり中国といろいろ問題を抱えていた国、それはベト

ナムであり、インドネシアです。また、フィリピンは自分たちは旗印が民主主義国家なの

です。デモクラシーなのです。そういう思いもあります。そのような中で、ただ、これは

どんどん実は変わっています。これはもう、2、3 年前の本当はデータでして、その後、さ

らに中国との経済関係が増えていますので、ですから、そのデータも少しずつ僕は今、変

わっていると思っていますけれども、一番最新にやったのが 2 年半ぐらい前にやったもの

ですから、それ以降、ないものですからわかりませんけれども、ただ、大きな流れはわか

るのです。 

 今後ともどういうことが言えるかということなのですけれども、そういう中で日本がこ

れからどこへ投資していくか。日本はもちろん、日本企業としては ASEAN の中で圧倒的

にタイに対する投資が非常に大きかった。それは僕は、やはり今までのタイの持ついろい

ろな意味での能力、人的な、あるいはインフラ的な整備は正しかったと思います。 

 これからどうなるかですけれども、やはり、相当の経済の混乱がありました。政治の混

乱がありました。とりわけ政治の混乱があったということでありますけれども、今度、選

挙を行なって、この結果がどうなっていくのかということだと思います。私自身は今まで

いろいろとデモがあっても、大きな意味での経済活動が阻害されなかったのは、ああいう

一つのまとまりとしてのタイ、王様がおられて、軍もいるという中で何とかコントロール

できてきたのだと思います。 

 これからのことですけれども、よくわかりません。一応、新しい今、リーダー、タクシ
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ンさんの妹さんが出てきて、あまりやりすぎるとまた混乱が起きます。僕はただ、インラ

ックさんというのは、実は非常にうまくやるのではないかという気もしないではないので

す。ですから、ここはもう少しよく見ていかなければいけないということだと思います。 

 そういう中で、やはりインドネシア、それからベトナムというのが、大きな日本のとっ

てのこれからの経済的なパートナーとしても重要性をさらに増していくのではないか。ベ

トナムなんかは相当出ておられますから、私自身も相当、日越関係は大事なのだというこ

とを、ここ数年言いまくっていたものですから、若干、最近のベトナムの経済の運営につ

いては、実は注文をつけているわけです。やはりインフラ不足、インフラがかなりあれで

すし、それから政策決定においても若干、問題もないわけではありません。 

 そういうことがあるものですから、そこのところの注文はつけていますけれども、しか

し、やはり 8800 万人、20 歳以上の人が 50％という若い国ですから、そしてまた、ものの

考え方が中国の言いなりにはならないぞというところ、日本に対する期待感も非常に強い。 

 今日、さらに加えて、インドネシアがようやく本格的にもう一度、ASEAN の盟主とし

ての力を発揮し始めているということもあります。そういう中で国の規模ということも含

めて、その 2 ヵ国はこれからより重要になってくるのかなと思います。 

 ASEAN の中で言うと、本当は私自身はミャンマーというのを、もっと何とかうまくや

っていきたいと思っていますけれども、これはなかなか、まだそれほど明るい展望が開け

ないということだろうというふうに思います。 

 そういう中で、この続きでお話をしますけれども、さらに日本が出ていくアジアの国と

いうことで、インドというのがもちろんあるわけです。私自身、日本とインドとの経済連

携協定、その基になる共同研究というのをインド側と自分で主宰しました。大変大事な国

であるということは間違いないです。少し長い目で見ると、圧倒的に大事な国だと思いま

す。少し長い目というのは 10 年、15 年ということで考えますと、圧倒的に日本にとって

も大事になり得ます。 

 しかし、今日この時点ということでいうと、まず一つは、だいたい日本人にとって一番

苦手な相手なのです。「よくしゃべるわ、理屈っぽいわ、もうちょっと何とかやってくれよ」

という感じで、日本人にとっては一番苦手な相手です。もう一つは、やはりインフラが非

常に徹底して遅れているというのがあります。 

 ですから、今までアメリカとかヨーロッパが出ていったのは、インフラがあまりいらな

いところで、ソフトウェアのそこだけきれいなビルができていて、周りはあまりうまく電
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力供給もされていない。しかし、その地域だけはオーケーだというものを作りあげて、そ

れほどの中での、内陸でのインフラも必要でありませんでした。そのような産業をやって

いるわけです。日本の場合はどちらかというと、トランスポーテーションも必要な、そう

いう産業になりますと、なかなか容易なことではないということはあると思います。 

 ただ、そうは言ってもということで、圧倒的に有能なインド人とどう協力していくかと

いうこと。日本ももっと、どんどんスピークアウトしていく。私は今、大学で言っている

のですけれども、これから日本がグローバルにやっていくには、スピークアウトしろ。そ

れからスピークアウト・ロジカリーだ、三つ目はアウトスタンディング・パフォーマンス

だと言っているのです。今、これから日本がグローバルにやっていくには、その三つが絶

対的に必要な条件である、あるいはパスポートだと言っているのです。 

 それを今、英語で言いましたけれども、日本語で言うとどういうことになるかというと、

これは日本社会でははじきものになります。嫌われるという三つの要素なのです。スピー

クアウトといったって、あいつは口数が多いと。スピークアウト・ロジカリーというと、

「論理的に話せということですか」と学生も聞くのですけれども、そんなことではない。

日本語に訳すと、「あいつは理屈っぽい」ということになります。三つ目のアウトスタンデ

ィング・パフォーマンスというのはどうなるかというと、アウトスタンドですから、スタ

ンドの中で一つ頭が出ているというのがアウトスタンディングなわけで、「あいつは目立ち

たがり屋だ」と。 

 だから、口数が多いわ、理屈っぽいわ、それから目立ちたがり屋だと、これは日本社会

では絶対に好まれない、一番嫌われるタイプですけれども、逆に国際社会、特にインドな

んかです。西欧社会も全く同じです。アメリカもヨーロッパもそうだと思います。意外と

中国もそうなのです。 

 特にインドもそうです。あそことやるには、相当にきっちりと話をしなければいけませ

ん。ああでもない、こうでもないということで言っても、俺たちはこうだということを、

きっちり言う。そういうことは必要だと思いますけれども、ただ、やはり非常に優秀な人

材がいます。これからの何と言ってもポテンシャリティというのは、非常にインドは高い

と思います。ですから、今後とも、それは伸ばしていくべきだろうということは間違いな

いです。 

 その間にバングラデシュをどう位置づけるかというようなこともあります。これもやは

り人材の供給。どんどん今、中国とか、ベトナムでもそうです。人件費が高くなってきて
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います。産業によってはバングラデシュなんかとというのも人口が一億数千万ですか、相

当の規模の国があるわけですから、そのへんのところを含めての南アジアを ASEAN に加

えて、やはり日本のこれからの投資先としては考えていくということはあろうかというふ

うに思います。 

 以上、申し上げて、あと残りの時間を中国との関係についてお話をしたいと思います。

もうすでに何度も中国のことを間接的、あるいは半ば直接的に申し上げましたけれども、

今、これから日本が中国とどう向き合っていくのか。これは経済の面でもそうですし、そ

れから政治・安全保障の面でもそうであるわけであります。 

 経済的に言いますと、日本の企業が一番心配しているのだと思います。中国とどう付き

合うか。どこまで中国に踏み込んでいくかということで、企業、企業にとって非常に大き

な決断をされなければいけない、あるいは、してこられています。それと比べるとヨーロ

ッパの国々、あるいはアメリカの国々は、もう中国とやっていかざるを得ない。相当問題

点をこちらが指摘しても、向こうは「いや、まあ、そうはいっても」ということで、かな

り目をつぶっていくというのが今の状況だと思います。 

 ですから、ヨーロッパの企業からすれば、そこに中国市場があって、そこにチャンスが

ある。あれだけ伸びている。いろいろな問題点を日本は言うけれども、そうは言っても、

これは圧倒的に魅力的なのだと、これで入っていっているというのがヨーロッパの企業で

す。 

 アメリカは去年 1 年間、だいぶ考えました。そうはいっても、あそこはいろいろ問題が

あるなということはありましたけれども、やはり結論として、この中国とやっていくしか

ないかなと。今までアメリカの中ではウォールストリートが圧倒的に中国の擁護者なので

す。それはよくしたもので、中国の 4 大銀行の 10％以上、各々アメリカの銀行なんかを入

れているわけです。相当ゴールドマン・サックスなんかは中国でもうけています。大変な

人のやり取りがありますから、まさにポールソンなんかはそうだったです。そういう意味

でウォールストリートと中国の関係というのは、ものすごく濃密だと思います。 

 片やもう一つの W であるウォルマートという安売りの企業も、中国での生産工場がない

とやっていけないということがあります。GM はというと、今やアメリカよりも中国市場

のほうが、より大きくなっています。ボーイングはこの間、何十機と買ってもらうという

ことで、やはり中国は大事だなというのは、経済的な判断だろうと思います。 

 日本はなぜ慎重かというと、一番よく知っているから、あるいは苦い目に遭っている。
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それとやはり、何かあれば日本が一番標的になるのではないかという恐れも含めてだろう

と思います。ですから、それは極めて正しい懸念だろうと思いますけれども、私自身はど

う思うかと言えば、そのリスクを十分踏まえた上で、やはり中国へ入っていかざるを得な

いということだと思います。 

 そしてもう一つ言えば、あえて言えば、あの中国というのは相当マネジメント能力が高

いです。今まで日本の中で、外務省でもそうだったのです。ずいぶんこの 10 年間、議論

をして、この調子がどこまで続くかというと、中国の専門家ほど、「こんなの続くはずがあ

りません。あの体制でうまくいくはずはありません」というのが、中国のだいたいの専門

家の答えだったのです。 

 ご記憶かわかりませんけれども、こうした中国の経済成長は、よくて上海万博までだと。

本来、北京オリンピックと言ったわけです。よくても上海万博までだと言ってきたわけで

す。ところが今日、何が起きているかというと、当分まだいきそうだということがありま

す。その背景というのは、やはり何といっても中国のマネジメント能力の高さだと思いま

す。 

 相当にあそこは競争社会になっています。もちろん問題はいっぱいあります。問題はい

っぱいあるのですけれども、しかし中国政府のかなりのレベル以上の人というのは、相当

競争社会でもまれています。ですから、わりと早め、早めに手を打つということになって

きているということだと思います。 

 ただ、そうは言っても、僕は最大の問題はこれから来ると思います。今まさに中国のリ

ーダーシップが考えている、心配していることというのはインフレの問題だろうと思いま

す。今まで中国はなぜ、うまく国内的にやってこれたかというと、あれだけの一党独裁、

共産党独裁の中で、なぜ、うまくいったかというと、すべての人が昨日よりも今日のほう

がいいということで、格差は増えているわけですけれども、格差はどんどん増えています。

しかし、プアな人もプアなりに、この間よりは今のほうがいいということでやってきたわ

けですけれども、ここへ来てインフレというか、物価上昇、特に食料品の物価の 2 桁以上

の上昇というのが、かなり直撃しています。 

 今まで一番心配していたのは失業の問題だったわけですけれども、8％を切ると、これ

はもう失業者がドッと増えているということをよく言っていたわけですが、今回、5 ヵ年

計画 7％という数字を出しました。そしてまた、相当に内部に政府からの投資がいったも

のですから、地方内部で相当、内陸部で雇用が出てきたということもあって、今この時点



 21

では雇用の問題、失業の問題よりも、より深刻なのは物価の上昇です。 

 こういう物価上昇なんかはたいした言葉に聞こえないのですけれども、普通の経済であ

れば、「それでどうした」ということであるわけですけれども、中国の場合、それが社会不

安になります。政治の混乱に陥るということが、ああいう体制の難しさです。ですから、

中国の指導者自身が言っているのですけれども、やや中国というのは内乱の危険があるの

だという言葉を言っています。今日でも 12 万件というぐらいの数字で、いろいろなかた

ちでの小規模のデモとか、あるいは 1 日あたりしますと三百数十件ということですから、

それが報告されている数ですから、すでに相当、グズグズとしてきています。 

 それをただ、私が申し上げたのは、そうとわかりながらマネジメント能力で乗り切って

きているということですから、今後、ハンドリングいかんでは、それが爆発します。暴発

すれば、当然、日本に対しての風当たりもより強くなります。そのへんのことをよく頭に

入れておく必要があると思います。 

 そういう中で、政治的にはいま申し上げましたように、彼らにとって、指導者にとって

は安定した経済成長というのは必要ですから、そのためには国際的な関係で言うと協調が

必要です。ですから、ちょっと去年は大国意識が前へ出すぎたと。それを今、抑えて、何

とか国際協調路線でやろうとしているのが胡錦濤、温家宝です。この間、東日本大震災で

も、ああいうかたちで胡錦濤さんが来たのも彼自身の決定でありまして、外交部は反対し

たのですけれども、それだけやはり、日本との関係は大事なのだということのメッセージ

を打ち出したがっているということだと思います。 

 それでは問題ないのかというと、やはり一番心配なのは、そういう社会の混乱に乗じた

ときの話もありますけれども、より基調的になっているのは大国意識です。それが特に人

民解放軍の強力な体制の下で、彼らが非常に声を大きくしています。そうするともう、自

分たちは今や大国なのだ。大国だから当然、空母は持つべきだ。アメリカと話をして、ハ

ワイから西は中国のものだと言わんばかりのことまで言っています。これはもう、本当に

現役の将軍が言っているわけですから、それぐらいにそういう意識が出てきているという

ことなのです。ここのところを相当気を付けなければいけません。 

 どうすればいいかということになりますけれども、とりあえずは、そういうことをよく

認識した上でということになりますが、尖閣について言えば、これはもう、領土問題では

ありません。竹島、北方領土というのは日本にとっては領土問題です。しかし、尖閣とい

うのは領土問題ではありません。これはもう、日本のものということでピリオドですから、
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ただ、向こうはそうは思っていないというだけ話なのです。 

 大事なことは何かというと、きちんと自分で守る体制をより強化する。そのためには、

具体的には今の時点でやるべきは、海上保安庁の能力を圧倒的に強化することだろうとい

うふうに思っています。今この時点で自衛隊をうんぬんとするのは上策ではありません。

それはまた別の意味での対外的な緊張を招きますけれども、この時点において大事なこと、

そしてできるわけです。相手もさして文句を言えません。それは圧倒的な能力を海上保安

庁に付けて、船の数と、それから能力です。これは簡単なようで、なかなか難しくて、ビ

デオをご覧になってもわかりますけれども、相当、尖閣というのは遠いところにあるので

す。石垣から行って、ずいぶん時間がかかります。あそこに 24 時間張りつけるためには、

船の手当もそうですけれども、相当の人員の手当も必要です。 

 二つ目は何かというと、当然のことながら日米の同盟関係を、やはり、よりしっかりし

たものにしておく。日米の同盟関係というのは本当に絵に描いたものになってしまう恐れ

があるわけで、そこには何が大事かというと、お互いの信頼関係がなければうまくいかな

いということなのです。 

 アメリカは日本を守ってくれるか。安保条約にどこにそう書いてあるか。この間も大学

で授業をしたのですけれども、5 条にそう書いていますというのですけれども、5 条をよ

くよく読んでみると、適切な行動をとるとは書いてあります。日本が武力攻撃を受けたと

きには、アメリカも一緒になって適切な行動をとる。しかし、各々の国の憲法に従ってと

書いています。憲法に従うという意味はどういうことかと言うと、アメリカの場合には、

議会が承認しなければいけません。そのときに議会が本当に、「そりゃそうだ。日本は守る

だけの値打ちがある」と思わなければいけないわけです。 

 しかし、やはり中国のほうが、より大事だと思ったらどうなるか。最近の世論調査では、

どの国が一番大事ですかという問いかけで、アメリカでやっていますけれども、2003 年は

圧倒的に 65％が日本、25％が中国、2011 年は 26％が日本、46％が中国なのです。もう、

今この時点で圧倒的にアジアの中で一番重要なパートナーは、アメリカ人にとっては中国

なのです。だから、相当に議会がそういう国民世論を前にして、どういう決定をするかと

いうことです。ホワイトハウスだけではないですから。 

 ただ、よくしたもので、中国に対する警戒感が非常にアメリカの中では強くなってきて

います。それも事実なものですから、この時点では、やはり日本だということだと思いま

すけれども、日本も常に、そのことはきちんと思って、その上で日米の同盟関係を考えて
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いく。さらには、こういうベトナムとか、そういう国々、苦労している国々と一緒になっ

てやっていく。 

 三つ目は、そうはいっても日中の間での一定の信頼関係、そしてまたコミュニケーショ

ン、これをきちんとやっておく、そういう体制を作っておくという三つのことをやれば、

そこで一定の対応ができるのではないか。 

 もう一つは、さらに北のほうになりますけれども、東シナ海全般の問題があります。こ

れは私自身が交渉したのですけれども、東シナ海のガス田の共同開発というのがあります。

あれは今、どうなっているかと言いますと、2008 年 6 月に政治的な合意はしてあります。

中身もちゃんとあるのですが、それを今、条約にできていません。これを条約にしなけれ

ばいけないのですけれども、向こうにとって見ると非常に反対論が強いのです。相当批判

が強いのです。 

 どうしてかというと、中国は従来は沖縄の近くまでを自分たちの水域だと言っていたの

です。沖縄トラフまで。そこまで中国の大陸棚がつながっているのだと。ですから、ほと

んど東シナ海、全部自分のものだという主張なのです。 

 日本は中間だということで、ずっとせめぎあいをしてきたのですけれども、あの合意と

いうのは誰が見ても、書いてはいませんけれども、中間線を意識した合意なのです。そこ

の中間線を仮に引いて、それの東と西で 1 点ずつ、日中で地点を設けて、共同開発をしよ

う。あるいは中国側にある白樺油田というものについて、中国がずっと開発をしてきたわ

けですけれども、下でつながっているかもしれないという我々の主張の結果、中国は中国

側の、中間線よりも中国側にありますけれども、その油田の開発についても日本企業を入

れるということを合意したのです。 

 ですから、その一つの大きなポイントは中間線ということなのです。これは将来的には

非常に大きな問題、東シナ海、今でも日本側の水域で日本の海上保安庁が調査をしている

と、中国の船が来て、「俺の海だから出ていけ」という挑発行為を今でもやっています。で

すから、これから 5 年、10 年、ますますそのことを考えると不安になります。 

 だから、決定的に大事なのは、この合意を守って、相手に守らせて、それを一番いいの

は条約化していくということだと思います。習近平体制になっても、仮にそのときまでに

条約ができていなくても、これをつぶそうという動きは向こうからありますから、それを

容易にさせないで、きちんと首脳同士の合意をしていく。そのようなことではないかと思

っています。 
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 ちょっといろいろと本来の経済圏構想とは違ったかたちで、いろいろな話が飛んでしま

いましたし、先ほどのお話で 10 分は質疑応答ということで、あと 5 分しかありませんけ

れども、そういうことで私のご報告をこれで終わらせていただきたいと思います。どうも

ありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。大変興味深いお話、どうもありがとうございます。そ

れでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問ございます方は挙手にてお願いいたしま

す。はい。スタッフの者がお席までマイクをお持ちいたします。お待ちくださいませ。 

 質問 ありがとうございました。株式会社ジェノバのトヨダと申します。 

 大変広範なお話で、よく理解できたのですが、1 点、弊社は補正下着のメーカーなので

すけれども、中国にこれから進出をしたいと考えております。その場合にもちろん今、日

本製で日本国内で販売をしているのですが、中国の場合に、最近の報道によりますと、現

地生産、国内消費ということで、相当中国で作られたものを中国人が消費するという傾向

が強いように聞いているのですが、私たちは日本で作ったものを中国に持ち込みたいと考

えているのですけれども、いわゆる日本製、あるいはメイドイン・ジャパンというものが

現在も、またこれからも、やはり中国人にとっては魅力的なものとして考えられているの

かどうかという、大変恐縮ですが、教えていただきたいと思います。 

 薮中 まさにブランドということでの日本、日本製というのが大変評価されていること

は間違いないのだろうと思います。ですから、よく冗談のように言われるのは、中国のお

金持ちが来て、日本で何を買物していくかというと、日本米と日本の炊飯器だと。しかも、

それは日本で買う一番高いものでなければだめだとか、同じ資生堂の化粧水でも、銀座で

買うのが一番いいのだというふうに、それぐらいにある意味、日本信仰的なこと、あるい

は 3・11 以降、今この時点では変わっていますけれども、日本の食品についても非常に大

変高い信頼があったということがあります。 

 ですから、そういう意味での、おそらくかなりの、層によりますけれども、それでも中

国の 1 割、2 割の層というのは相当の人口になりますから、圧倒的に日本信仰というのに

ついて、製品についてはあるのだろうと思います。 

 それと価格とかありますし、それから中国自身が相当いろいろなかたちで、デザイン等々

で、あっという間にまねて、まねた以上のものを作るというのがありますけれども、ただ、

基本、根本には、相当にそういう意味での日本ブランドへの評価というのは、今も高いと

いうふうに思います。 
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 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。あとお 1 人、ご質問のほうを。マイクをお持ちいたし

ます。お待ちくださいませ。もう一度、手のほう、挙手いただいてよろしいでしょうか。 

 質問 イシムラと言います。先ほど胡錦濤、あと温家宝が今の中国の大国意識を抑えて

いるというお話がありましたけれども、来年、習近平の体制になったときに中国の脅威と

いうのは、また変わってくるのでしょうか。 

 薮中 一つ、よくわからないのは習近平さんは今まで非常に用心深く発言しているので

す。今まで常識的にこうではないかと言われていたのは、軍との関係がより、胡錦濤さん

よりも習近平さんのほうが強いのではないか。だから軍の影響力がさらに強まるのではな

いかという話はよく言われているのです。ですから、そういう問題提起というのはありま

す。 

 しかし、私自身は、これでまた今度新しい習近平体制というのができたときに、8 人な

り何人かの常務委員ができて、習近平さんと誰が国務総理になるかですけれども、リーダ

ーシップになったときには、そこの最高指導者になったときには、国全体の経営を考えざ

るを得ないわけです。そうすると先ほどの問題というのは常に出てきます。やはり社会の

安定、政治の安定、そのためには経済はきちんと安定的に運営されなければいけないのだ。

そこはずっとあるものですから、その点では僕は大きく変わらないのではないかというふ

うに見てはいます。 

 ただ、常に、いずれにせよ人民解放軍の声というのは、どんどん大きくなってきます。

それとより関係が深いと言われている習近平さん。その問題は常に頭へ置いておく必要が

ありますけれども、直接の政策としては、そう変わることはできないというふうには思い

ます。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。それではお時間もございますので、まだまだご質問を

されたい方もいらっしゃるかと思いますけれども、財団を通してご連絡を賜りますよう、

お願い申し上げます。 

 以上で第 1 部は終了でございます。最後に薮中様にいま一度、盛大な拍手をお願いいた

します。ありがとうございました。 

 薮中 どうもありがとうございました。（拍手） 

 


