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＜第１部＞ 

 白石 今、ご紹介にあずかりました白石でございます。今日は、アジアの現状について、

少し広い、マクロの観点からお話したいと思います。まず 初に、現在、世界全体で見た

ときにどういうことが問題になっているのかということからお話を始めます。一つ、ほぼ、

確実に言えますことは、2001 年の 9.11 で始まりましたテロとの戦争の時代は、別に終わ

ったとは申しませんが、一段落しまして、それは昨年、オサマ・ビン・ラディンがパキス

タンで殺されたということが非常にシンボリックにこれを示しているわけですが、それと

ともに、世界は政治経済の時代になっているということであります。 

 政治経済と言うとあまりなじみのない表現かもしれませんが、これは英語で申しますと

Political Economy ということで、この時代には経済の問題を処理するのに政治的リーダ

ーシップが問われる、これは日本ではとっくにそうなっておりますが、同じことがアメリ

カについても、ヨーロッパについても、もちろん中国についても言えます。それからもう

一つは、経済のパフォーマンスが中長期的に見て力のバランスを変えていく、その意味で、

政治・安全保障の長期的な動向が経済のパフォーマンスによって決まる、そういう時代だ

ということです。そういう時代には、国民は、あたりまえのことながら、政治的リーダー

シップに対して、いろいろ、過剰な期待を持つようになる。しかし、そもそも過剰な期待

ですので、政治家のパフォーマンスが悪いと、すぐ「あれはだめだ」ということになる。 

それが日本で起こっていることですし、ヨーロッパでもこれからの選挙の季節にこれがは

っきりすると思います。また景気の動向一つで、アメリカでもロムニーさんが勝つという

ことも十分あり得る。そういう時代になっている。 

 今年の初め、これから 1年間の大きい課題は何かということがずいぶん議論されました。

おそらく四つ、指摘されたように思います。 

 一つはもちろん、欧州危機でございます。二つ目はアメリカの大統領選挙、三つ目は中

国のハーブランディングの可能性、そして四つ目は中東における危機だったと思います。

それから３ヶ月余たって、かなりの確度で言えるかなと思うことは、欧州危機は直ちに今

年ユーロが崩壊するような事態にはおそらくならないということです。ここ数日、欧州危

機が、スペインとの関係で言われておりますけれども、短期的には、債務管理と銀行の不

良債権問題は、昨年暮れのたいへんな流動性供給で時間を稼げるようになっている。ただ

し、これまで first round、second round の流動性供給が終了して、少し危機になってい

る状況で、これはある意味、市場が third round の流動性供給を催促をしているところと
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考えてよいだろうと思います。 

 また、長期的には、よく指摘されます通り、金融政策の方は通貨統合で実現されたけれ

ども、財政の方はそれぞれの国が勝手にやっている。だから、財政と金融のミスマッチで

もって、今のような危機が起こった。このミスマッチを解消するには財政規律を導入しな

ければならない。したがって、ドイツの要求でドイツ流の厳しい財政規律が導入された。

つまり、ヨーロッパ諸国の財政のドイツ化が起こった。 

 しかし、それでも、長期的には、国ごとの生産性の格差は残ります。したがって、金融

政策と財政政策をドイツ化しても、生産性格差のためにどこかの時点でまた危機になる。

それを是正するには、地方交付金のようなものを導入し、国を超えて所得移転をやるしか

ない。しかし、ドイツ人はギリシャに所得移転したいとは思わない。 

 そこで問われているのは、ドイツ人もフランス人も、オランダ人もイタリア人も、ヨー

ロッパ人として生きていくのか、それともドイツ人はやはりドイツ人として、あるいはオ

ランダ人はオランダ人として生きていくのかということだと思います。これはきわめて大

きな選択で、ドイツのメルケル首相が、欧州危機の処理はマラソンだという表現をよく使

いますが、まさにその通り、時間をかけて、ぎりぎりのところで選択するしかないだろう

と思います。 

 したがって、私は、あるときユーロが崩壊して世界経済が大変な混乱に陥る、そういう

ことにはおそらくならない。ただ、欧州の経済が低迷し、その一方、新興国が成長し、す

でに 2000 年から 2008 年の時点で世界の経済成長の 50%は新興国の成長によって達成され

るようになっている。さらに 2008 年以降、つまり、リーマンショック以降ともなるとこれ

が 60%になっております。欧州危機で新興国の成長に少しは陰りが見えますが、新興国の

成長のかなりの部分は内需によって牽引（けんいん）されており、新興国が世界経済、し

たがって政治においてもますます大きな力を持つようになっている。 

 では、これは、政治的にどういう問題を引き起こすのか。これは非常に単純に言えば、

アメリカが第二次大戦後、欧州、そして日本と作ってきたグローバル・ガバナンスのシス

テム、IMF、World Bank、WTO、こういったグローバル・ガバナンスのシステムの将来につ

いて懸念が生まれている。 

 その好例は環境ですが、この場合、先進国はこれまで自由にエネルギーを使って CO2 を

出してきたではないか、どうして我々がいま成長しようというときに、我々は CO2 を出し

てはいけないのか、どうして規制をかけるのだ、そういった発展途上国としての議論があ
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ります。 

 そういうなかでいま問われているのは、一例を挙げますと、World Bank の提供する開発

融資の総額より、中国一国が発展途上国に供与する開発融資の方が規模が大きい、そうい

う時代になっている。そのとき、経済協力はどうすればよいのか、そのルールが問われて

いる。 

 こういう問題について、特に欧州では、新興国はけしからん、と言いがちです。しかし、

「けしからん」と言って済む話ではない。どういうかたちで、かなり揺らぎ始めたグロー

バル・ガバナンスの仕組みを、もう一度、強靭ななものとして組み立てていくのか。いか

にして新興国をそこに引っ張り込んでいくのか。それがいま、世界的に、大きい課題にな

っている。 

 もう一つ、私自身はこれを非常に心配しておりますが、それは中東危機の問題です。私

は中東の専門家ではございませんけれども、東アジアと中東を見ていて、一つ、決定的に

違うところは、東アジアでは、日本、韓国、中国、東南アジアの国々、全て、国民国家と

して、つまり、国家といは何かというところで、これは国民の国家ですという共通の合意

がすでに出来ていて、その上で、国家の任務、つまり、国政の課題は経済成長によって国

民生活の向上を達成することですという合意が相当広くあります。ところが、中東では、

例えばエジプトの大統領選挙で有力候補がすべて失格になって、それで大統領選挙が混迷

しそうだ、そういうことがあまり重要ではないのではないかというほど、国家そのものが

正統性の危機にある。例えばリビアの場合、カダフィが失脚するなかで、リビアの軍隊そ

のものが民族のラインに沿って分解しました。シリアでも同じです。 

 つまり、我々がごくあたりまえのこと受け止めている国民国家の枠組みそれ自体がきち

んとできていない。できているのはエジプトぐらいのもので、あとのところはできていな

かった。それがわかった。では、そういうところで、民主化によって本当に国が安定する

のか、これが一つの問題です。 

 もう一つは地域システムの問題です。アメリカは、例えば、東アジアでは、日本、韓国、

オーストラリアといったパートナーを持っております。ヨーロッパの場合にも、ドイツ、

イギリス、フランスなどがパートナーになっている。中東におけるアメリカのパートナー

はどこか。イスラエルしかない。サウジアラビアは事実上の同盟関係にあるけれども、政

治体制が違う。では、イスラエルを使って、中東の地域的な安定が図れるか。それはでき

ない。それどころか、イスラエルの存在そのものが不安定要因になっている。つまり、中
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東の地域システムはきわめて不安定で、それを踏まえて、イランは、北朝鮮にならって、

核開発に邁進している。この問題についてはこれからいろいろなかたちで交渉があると思

いますが、イラン・イスラム共和国のエリートが核開発をあきらめるとはとても考えられ

ない。したがって、この問題はこれからも続く。そういうなかで、国によっては崩壊して

しまったところ、崩壊しつつあるところもあり、なかなか先が見通せない。アメリカとし

ても、パートナーと一緒に地域の安定に動くということができない。この問題がもっとも

心配だというのはそういうことで、これと比べれば、欧州危機はマラソン、米国でロムニ

ーとオバマのどちらが大統領になっても外交政策に大きな違いはない、中国のハード・ラ

ンディングは、先日の元の変動幅の拡大からみてそれほど心配する必要はない。中東がど

うなるかはわからない。そしてそういうなかで、大きい長期の趨勢として、グローバル化

が進展し、先進国と新興国の富と力のバランスが急速に新興国に有利な方向に移行してい

る。それがマクロの動向です。これを頭に置いておいていただいて、東アジアの話に入っ

ていきたいと思います。 

 それでは、マクロのレベルで、東アジアで何が起こっているのか。リーマンショック以

降、3—4 年の時間の幅で考えますと、二つ、非常に重要なことが起こりました。一つは、

オバマ政権が成立して、ブッシュ政権の時代、アジアに対するアメリカの関与は相当低下

したのですが、これがアジア再関与の方向に振れました。 

 これは２０１０年頃からいろいろなかたちで出てまいりましたが、具体的にこれをまと

めて示したものとして、オバマ大統領が昨年１１月、豪州議会で行なった演説があります。

これにつきましては、資料１で、この演説の重要なところを、一応、日本語で見出しを入

れて、英語の原文をそのまま引いております。 

 日本語の翻訳はないと思いますが、グーグルで US President Barack Obama's speech to 

parliamentと引けば、The Australianという新聞に掲載されたスピーチ全文が出てきます。

アメリカの対アジア外交に関心のある方はぜひ読まれることを勧めます。オバマ政権のア

ジア太平洋政策について、もっとも包括的なよく出来た演説だと思います。 

 では、オバマ大統領はなにを言っているか。四つあります。一つは、アメリカは太平洋

国家、Pacific Nation だということです。その意味するところは、アメリカにはアジア太

平洋に関与するか、関与しないかという選択肢はない。現に我々はアジア太平洋国家であ

って、われわれはこれからもずっとそこにいるのだ、それが 大のメッセージです。 

 第二に、アメリカはアジア太平洋の秩序形成にリーダーシップをとる、それがアメリカ
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の任務であって、アメリカとしては、平和と繁栄の基盤として、国際法に則った秩序を作

る、ということです。あたりまえではないかと思われるかもしれませんが、例えば、中国

は、南シナ海で国際法の規範に従わない、自分の国で決めたことを、他の国に、これを受

け入れろ、といって押し付けようとしている。その意味で、国際法の規範に従って秩序を

作るというのは、非常に重要なメッセージです。 

 第三に、秩序を作るには力の裏付けがなければいけない。アメリカは防衛費を削減する。

しかし、アジア太平洋における軍事的なプレゼンスはこれまでと同じ水準で維持する。こ

れも非常に重要なメッセージです。アメリカはアジアにおける軍事的なコミットメントを

削減しない。それと同時に、政治的には、東アジアの地域機構、特に ASEAN に関与する。

アメリカはすでに ASEAN に大使を派遣しております。それから、大量破壊兵器の拡散。南

シナ海における海洋の安全、こういう懸案にアメリカとして関与する。中国にはもちろん

関与するけれども、国際的な規範の維持については率直に話をする。つまり、中国がルー

ル違反をやろうとしたら、あるいは中国が自分の作ったルールを他の国々に押しつけよう

としたら、それはだめだとはっきり言う。 

 そして第四に、経済については、開かれた透明度の高い経済、自由で公平な経済、開か

れた国際経済システムを構築する。TPP はそのモデルになる。 

 これがオバマ大統領の演説の骨子でございます。 

 つまり、一言で申しますと、アメリカは太平洋国家で、21 世紀の世界の成長センターで

あるアジア太平洋の地域のルール作りはアメリカ主導でやる、その裏付けとなる軍事力、

政治的な連携、これもアメリカ主導でやる。その意味で非常にはっきりとした意思表明で、

そういう大きな戦略的な構図の中に、安全保障ではアメリカの軍事的なプレゼンスの維持。

貿易では TPP が位置付けられている。 

 したがって、少し脱線しますけれども、昨年１１月、日本では TPP 交渉に参加すべきか

どうかでずいぶんもめました。野田総理は TPP 交渉参加のための協議に入るということを

APEC 首脳会議で意思表明し、これは総理として当然のことだと私は考えておりますが、そ

こで重要なことは、アメリカにしても日本にしても、これは、あくまで戦略的レベルで、

入るか入らないか、やるかやらないか、そのレベルで「やる」と決めたにすぎません。 

 その上で、TPP は交渉ごとですので、何を取って、何は取られる、何を取って、何を譲

る、そういう交渉がございます。ここではアメリカは強烈な交渉をしてくると思いますが、

そこは日本も強烈な交渉をやればいい。それだけのことです。 
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 つまり、大統領、総理の決める戦略的なレベルでは TPP は非常に重要な意味をもってい

る。そしてアメリカの基本的な考え方としては、ブッシュ時代と比較すれば明らかですが、

ブッシュ時代にはアフガニスタンに介入し、イラクに介入し、テロとの戦争がアメリカの

安全保障の 大の課題で、コンドリーザ・ライス国務長官はアジアの安全保障関係の会議

にほとんど出てきませんでした。優先順位が低かった。オバマ大統領になって、クリント

ン国務長官の 初の外遊は東南アジアでした。その後もいろいろな機会にアジアに来てお

ります。その意味で、関心が中東からアジア太平洋、特にアジアに移っている。またその

一環として、アメリカはいろいろなかたちで、日本、韓国、ASEAN、オーストラリアに関与

するようになっている。そうなると、これらの国々も、アメリカの関与が期待できるとい

うことで、いろいろな手を打つようになる。そこでいろいろなことが起こり始める。これ

が一つの大きい変化でございます。 

 もう一つは中国です。いま中国ではかなり大きな変化が起こっております。そこで一つ

重要なことは、地域的に見ると、政治と経済で中国の立ち位置が違うということです。 

 まず、安全保障から見ますと、資料２に見る通り、アメリカを中心として、この地域に

は「日米」「米韓」「米豪」といった安全保障・基地協定の取り決めがあり、それを踏まえ

て、基地を置いたり、安保協力をやったり、共同演習をやったりということになっている。 

 それをアメリカとしてどことやっているか。どこは制裁の対象にしているか。それを示

したのが資料２の「東アジア諸国の地政学的位置」でございます。これを見ますと、日本・

韓国・フィリピン・シンガポール・ブルネイ・マレーシア、豪州、これらの国々はアメリ

カと同盟関係あるいは事実上の同盟関係にある。インドネシア・ベトナムもそれに準じた

関係を作っている。 

 それに対して、例えば、ミャンマー、これは近々、経済制裁の対象から外れると思いま

すけれども、今のところは経済制裁を受けております。また北朝鮮も経済制裁を受けてい

る。中国とは安保対話、多国間の共同演習などはやっておりますけれども、それほど密接

ではやっていない。 

 つまり、別の言い方をしますと、この地域にあるアメリカを中心とした安全保障の仕組

みの中で、これを与件として自分たちの安全保障政策を組み立てられる国、これは、日本、

韓国、マレーシア、タイ、インドネシアなどですが、こういう国と、アメリカを中心とし

た安全保障の仕組みそのものが自分たちにとって脅威になっている国、これは北朝鮮、ミ

ャンマーですが、それとさらに与件ではあるけれども、長期的にはない方がよいと思って
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いる国、中国、ラオス、カンボジアといった国、こういう構図になっている。これが一つ

です。 

 その一方、経済の方では、これはデータは準備しておりませんが、２０００年以降、中

国と、中国以外のアジアと、アメリカ、この三角貿易が東アジア経済の基本的な構造にな

っていると言ってよい。もう少し具体的に言いますと、日本、韓国、台湾などから中国に

資本財、部品が輸出される。それが中国で組み立てられて、アメリカ、アジア、そして欧

州に出て行く。そういうかたちで貿易が拡大している。これが通商の特徴です。 

 そのポイントは、安全保障では、中国はアメリカを中心とするこの地域の安全保障の仕

組みに入っていない。ところが、通商では、中国は東アジアの通商の仕組みの重要な柱に

なっている。そういうなかで、中国が、国として力を持てば持つほど、安全保障では、日

本も含めて、周辺の国々の中国に対する懸念は高まる傾向にある。なにもしないでも高ま

るし、中国が何かすればますます高まる。 

 このように東アジアでは通商のシステムと安全保障のシステムの間に緊張がある。これ

はなくならない。運命的な緊張である。そういうところで今までどうやってきたかという

と、例えば、安倍総理は「政経分離」という言葉を使いました。これはかつて 1950 年代の

政経分離とは違い、政治と経済の問題はリンクさせないようにしようという趣旨でござい

ます。つまり、もう少し具体的に言えば、安全保障の問題で、日本と中国の関係がいかに

難しくなっても、これを貿易・経済の問題とはリンクさせない。リンクさせると途端に、

経済のほうがおかしくなりますので、リンクさせないで、だましだましやりましょう。こ

れが基本的な考え方だったと思いますが、これは 2010 年ぐらいから怪しくなった。その好

例がレアアースの輸出禁止でございます。 

 そういうことで、東アジアでは安全保障と通商の仕組みの間に緊張がある、それをだま

しだましマネージするのがこの地域の国々の賢いやり方である、そういう合意があると思

っていたら、中国の指導者はどうもそうは考えていないかもしれない、それがわかってき

た、これが一つ、中国の変貌ということの意味でございます。 

 そうしますと、当然、どうしてそういうことになっているのか、いろいろ考える。これ

は論者によってずいぶん違います。中国の政治家が「実は」と説明するわけではありませ

んし、かりに説明を受けたとして、それで納得するというものでもありませんので、いろ

いろな説明がありますが、大きい理由は３つくらいあるかと思います。 

 その一つは、中国は党国家、つまり、党と国家が一体となっていて、そのトップのとこ
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ろに常任委員が 9人いる、そういう体制ですが、この 9人の中でだれも圧倒的に強い人が

いなくなった。鄧小平の時代から江沢民の時代にはそうだったけれども、胡錦濤の時代に

なくなった。その結果、トップのところで力が分散し、胡錦濤がなにかを言っても、李長

春、周永康といった人たちは平気で胡錦濤、温家宝批判のようなことをする。そのため、

中国が国家戦略として合理的な決定をできなくなっているのかもしれない。これが一つの

です。 

 第二に、そういうなかで、人民解放軍は非常に大きな力を持っている。あるいは国営の

石油会社は、世界全体で石油利権を手に入れて、なにかトラブルがあると国に対して「な

んとかしろ」と問題を持ち込んでくる。そういうことがいろいろおこり、特殊利益集団が

中国の対外政策を左右するようになってきた。 

 第三に、習近平の世代は文革世代で、これまでの中国の指導者としてはおそらくもっと

も内向きの世代になる。そういうときに、つい 1週間前、薄熙来がついに中央委員を解任

されましたが、党指導部で相当深刻かつ熾烈な権力闘争が起こっている。権力闘争の 中

に長期にわたる中国の戦略的利益をきちんと勘案して、合理的な政策を考えるというのは

不可能とはいいませんが、きわめて難しい。 

 こういうことがどうもこの数年間起こっていている。これは防衛大学校長の国分さんの

言っていることですが、そういうなかで、胡錦濤は、この１０年、江沢民のグループ、あ

るいは太子党のグループにその力をいろいろなかたちでヘッジされて、胡錦濤の時代を作

れなかった。ところが、薄熙来が失脚し、これを好機に共青団の自分の後輩を盛り立てる

ことで、辞めようというときになってはじめて胡錦濤の時代が実現するかもしれないとい

う情勢になった。その一方、習近平は、その支持者の力が弱くなって、主席になる前にレ

ームダックになるかもしれない、そういう皮肉なことになりかねない。そうしますと、対

外的には、これまで数年間と同様、戦略的に合理的と思えないような政策がこれからも中

国で採用される可能性が十分あるということです。 

 しかも、それが、中国の人たちが自信を付ける中でおこっている。現在の中国の経済成

長がいつまで続くか、これはわかりませんが、まだ４、５年は続くと考えておいた方がよ

い。とすると、中国の人たちはますます豊かになる。そのとき、中国のナショナリズムが

成熟するかというと、どうもそうは思えない。それどころか、中国は大国である、周辺の

国々は小国なのだから、我々の言うことを聞くべきだ、日本、ベトナム、フィリピンなど

はけしからん、小国が何を言うか、少し懲らしめるべきだ、そういったきわめて大国主義
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的なナショナリズムが強くなっている。 

 そこで試されているのは合理性ということです。対外政策は、国の基本的利益を長期的

にどう守っていくかということにつきます。その時々の感情に押し流されて、大きな目的

を忘れ、目的合理的な政策が、国内の政治的事情、あるいは国民のナショナリスティック

な感情におもねるかたちで出てくる、そういう危険性がかなりある、それが中国の変貌と

いうことでございます。 

 その具体的な例は、またあとでも述べますがも、南シナ海でございます。南シナ海の領

土紛争とはどういうものか、これはいろいろな議論がありますが、一番単純な説明は、1993

年に中国が、周辺の国と全く相談せずに「領海法」という法律を作り、この領海法の中で、

南シナ海にある島を全部名前を挙げて、これは俺のものだ、と言っ。 

 そういう島の中には、ベトナムが実効支配している島、フィリピンが実効支配している

島などもあって、したがって、中国の領海法の発布と同時に、ASEAN の国々と中国は領土

紛争を持つことになった。しかも悪いことに、この領海法で中国の主張する領域は点線で

示されている。ということは、点線の線のないところはどうなっているのか。また、点線

で示された領域をなにを意味するのか。当然のことながら、中国には国際的に説明する義

務があるわけですが、一切、説明がない。 

 島は「俺のものだ」と中国は言います。では、点線で示された領域は領海なのか、それ

とも排他的海域なのか、それすら分からない。しかも、排他的領海でも領海でも、外国の

海軍艦艇が平時に通行するのは自由です。ところが、中国は、ここは中国の海域だから出

て行けという。例えば、昨年、インドの海軍艦艇がベトナムを訪問したとき、中国はそう

いうことをやりました。インドの艦艇はもちろん無視しましたが、なぜ中国がそういう行

動をとるのか分からない。分からないから疑心暗鬼になる。 

 そこで疑心暗鬼というのは二つの意味がありまして、そもそもの意図が分からないとい

うことと、なぜこういう理屈に合わないことをするのか、それも分からない。それが中国

に対する深刻な不信を引き起こしている。 

 これがマクロの東アジアの状況である。つまり、地域的に安全保障と経済の間に緊張が

ある。これが第一の条件です。もう一つの条件は中国とベトナム、タイ、カンボジア等の

圧倒的な力の違いです。 

 これは資料３に見る通りですが、ここでは人口と経済の規模を見ています。タイ、ミャ

ンマー等と比較して、中国が人口と GDP で何倍くらいかを見たものですが、ベトナムと比
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較すると、中国は人口で 15 倍、経済 60 倍、タイと比較すると人口で 20 倍、GDP で 18.6

倍、ミャンマーと比較すると、人口で 22 倍、GDP で 130 倍ということになる。 

 これだけ見ればもうおわかりと思いますが、タイ、ベトナム、ミャンマー、ましてラオ

ス、カンボジアなどの国は、中国に対し、一対一で外交的に何かしようということはまず

不可能です。そのくらい力関係が違う。これが二つ目のゲームの条件でございます。 

 第３に、これはよく言われることですが、この２５年、日本企業、アメリカ企業、韓国、

台湾の企業等の生産ネットワークが、国境を越えてこの地域に展開した。 

 そして第４に、これも先ほど、違う文脈で触れましたが、東アジアの国々では、北朝鮮

を唯一の例外として、それぞれの国で政治の目的というのは何かというと、それは経済成

長によって国民の生活水準を向上させる、そういう意味での経済成長の政治であり、それ

が結構定着している。こういうことを言うと、あたりまえではないか、と思われるかもし

れませんが、こういう政治はアフリカではまったく定着しておりません。北朝鮮でも定着

しておりません。国民の生活がよくなるなんていうことはどうでもよくて、体制が維持さ

れればよい。それが政治の目的だというのが北朝鮮ですし、つい 近までのミャンマーも

そうでした。 

 では、こういう条件の下、いま、何が起こっているか。ひと言で申しますと、1997 年、

1998 年の経済危機の時には、アメリカがものすごくこの地域に介入しました。たとえば、

ポール・ウォルフォウィッツ、この人はブッシュ政権時代に世界銀行総裁に任命されたア

メリカの外交問題の専門家ですが、この人は、スハルト体制が倒れた直後、インドネシア

が民主化するかどうかというのは、メガワティが大統領になるかならないか、それだけの

話だ、ハビビが大統領である限り、インドネシアは民主化したことにならない、そういう

趣旨の発言をしています。またアメリカは、IMF を使って、タイでも、マレーシアでも、

露骨に介入し、マレーシアの場合には、マハティールさんが失脚することがマレーシアの

民主化だというがが、アメリカの基本的な考えで、クアラルンプールで APEC の首脳会議が

開催されたとき、ゴア副大統領はマハティール首相と握手もしませんでした。 

 したがって、当然、そういう時代には、日本でもある程度そうでしたが、アメリカがリ

スクだ、アメリカがこの地域に介入することがこの地域の安定を危うくする、そういう感

覚がありまして、そういう気分の中で、日本も一緒になって、あるいは日本がリーダーシ

ップをとって、アジア通貨基金を作ろうとしてアメリカに潰され、代わりにチェンマイ・

イニシアチブをはじめて、アメリカ抜きの通貨協力の仕組みを作りました。また同じ時期
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に ASEAN＋3 を作り、東アジアサミットを作り、アメリカ抜きの地域協力の仕組みを作った。

これが 1997—98 年から 2008 年くらいまでの状況でした。 

 ところが 2008 年ぐらいから、中国が大きなリスクになってきた。ブッシュ時代、アメリ

カはずっと中東で忙しかったため、アメリカはリスクではなくなった。その一方、中国が

南シナ海でも東シナ海でもレアアースの問題でもとんでもないことをはじめた。これはか

なりのショックだった。 

 中国がリスクになれば、このリスクをヘッジするには、アメリカを引っ張り込んだ方が

よい。したがって、当然のことながら、東アジアサミット、これは ASEAN＋6 で、アメリカ

は入っていませんでしたが、一昨年、ベトナムが ASEAN 議長国のときにアメリカとロシア

を入れるいう決定を、昨年からオバマ大統領が参加した。 

 つまり、何が起こっているかというと、かつて 1990 年代は APEC の時代で、アジア太平

洋を枠とした地域協力がありました。1997-98 年の危機でアメリカが介入してアメリカが

リスクだということなったときに、アメリカ抜きの協力の仕組みということで「東アジア」

がキーワードになった。それで ASEAN＋3 とか、ASEAN＋6 とか、東アジアサミットとか、

チェンマイ・イニシアチブとか、こういうものが作られた。 

 2008 年以降、特にリーマンショック以降、中国の行動がよく分からなくなった。つまり、

中国が国益から見ればあまり目的合理的でない行動をとるようになってきて、中国がリス

クだということになった。このリスクをヘッジするにはアメリカを引っ張り込んだ方がよ

い。アメリカもアジア再関与に踏み切った。そういうことで、アジア太平洋を枠とした協

力が浮上し始めてた。これがマクロの動向です。 

 TPP は貿易ではその例ですが、安全保障ではアメリカを中心とする安全保障の仕組み、

これは日米、米韓、米タイ、米フィリピン、米豪など、こういう扇のかたちになっている

のですが、これを横につないでネットワーク型にしていこうというのが、いま起こってい

ることでございます。 

 ではそういうなかで、東アジアの展望としてなにが言えるか。経済的にはそれほど心配

することはないだろう。私はエコノミストではございませんので、ここでは ADB の予測だ

け紹介しておきますと、これは資料 4に各国別の資料はありますが、北東アジア、つまり

中国・香港・韓国・台湾、ここを全部まとめますと、2011 年で 8.1%。今年は 8.0%ぐらい

の経済成長率と予測されております。東南アジアの方は、2011年で5.4%で、2012年は5.6%、

それほど心配することはない。 
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 では何がいま注目すべきことか。だいぶ時間が押しておりますので、ごく簡単にいくつ

かの国のことだけ申し上げます。今日はインドネシア、ミャンマー、それからタイについ

てお話したいと思います。 

 まず、インドネシアですが、この 1 月、1 週間ほど行ってまいりました。だいたい私は

年に数回行って、人に会う、同じ人に会うということをやっているのですが、全体として

非常に自信を持っている。なぜかというと、政治的に非常に安定している、これが一つの

ポイントです。どうしてか。インドネシアが安定していると言うと、みなさんの中には、

10 年前、インドネシアは崩壊すると言われたではないかと思われる方もいると思います。

確かにインドネシアでは 1998 年にスハルト体制が崩壊し、たいへんな危機となり、１９９

８年以降、徹底的な地方分権化と民主化をやりました。 

 その結果、例えば、インフラ投資のためのお金は、かつてスハルト時代には 100%中央政

府だったのが、現在は 3分の 2は地方の州、県のレベルで決められるようになっておりま

す。ということは、あまりこういうことをオープンに言うのははばかられますが、インフ

ラ投資は、かなり大きい部分、市長さん、県知事さん、さらには大臣、そういうところに

お金を出している人にお金が落ちるわけで、中央政府が 100%、インフラ予算を押さえてい

たときには、スハルト大統領とその側近に近い企業がその果実を享受していました。 

 ところが、現在は、4割ぐらいはインドネシアに 400 人以上おります県知事、市長、２−

３割は州知事が決める権限を持っています。したがって、そういう人たちにぶら下がって

いる企業あるいは人のところにお金が行く。 

 そうすると、スハルト時代と比べますと、政府に参加する、つまり、中央政府だけでは

なく地方政府に参加するメリットも非常に大きくなった。ということで、そういうところ

で利益を得て、体制をサポートする、そういうインセンティブを持った人たちがひじょう

に拡大した。それですべて上手くいっているとは言いませんけれども、政治的には参加が

拡大し安定した。 

 インドネシアの改革が 初からこれを狙ったとは言いません。しかし、気がついてみる

と、そうなった。その結果、インドネシアの政治は非常に安定し、イスラムのテロとかは

ありますが、これもごく限られたものになっている。 

 その一方、経済は、1人当たり所得が 3000 ドルを超え、内需が爆発し、非常に安定して

成長するようになっている。ユドヨノ大統領は、2014 年で 2 期 10 年でおしまいになり、

次の人がよほど馬鹿なことをしない限り、それほど心配なく成長していくだろうと考えて
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おります。 近、「中所得国のわな」ということがよく言われます。そういうわなに堕ちる

可能性はもちろんあって、1人当たり所得 6000 ドルくらいのところで、今、やるべき宿題

をやっていない、人材育成とか、インフラ整備とかをやっていない、そのため 2020 年くら

いで、成長が減速するという可能性は十分ありますが、それまでおそらく順調にいくだろ

うと考えております。 

 それを前提として、では対外政策はどうなっているかと言いますと、明らかに日米豪と

連携する方向に動いております。中国が台頭して、それに警戒心を持っています。持って

いますが、持っているとは言いません。む警戒心を持っているという代わりに、「動的均衡」

と言って、中国が台頭し、インドネシアを含めた新興国が台頭するにつれて、世界の政治

経済のルールは変わらなければいけないけれども、それがラディカルに変わって、中国が

自分の決めたルールをこれからこの地域のルールにしようなんていうのはだめだ、それを

防ぐために日米豪と連携する。これが基本的な考えでございます。 

 ただ、経済的には、中国が台頭することで、インドネシアの工業製品の輸出は減ってお

りますし、原材料、特に鉱物性燃料、特に石炭、それに植物油の中国への輸出が拡大して

おります。その結果、中国との関係では、国内経済政策的に、いろいろ問題が出始めてい

るというのが状況です。 

 したがって、インドネシアはこれから 8—10 年くらいはそれほど心配ない。その先は、こ

の 10 年間にどのくらい次の飛躍の準備ができるかにかかっている。対外的にインドネシア

と日本は事実上の同盟関係にあると私は常々言っておりますが、そういう関係が大きく揺

らぐことはないだろうということです。 

 次に、タイは、これは末廣先生がまた話をされると思いますが、私は、タクシン派と反

タクシン派の対立はこれからも続く、その中で政治の漂流も続く、と考えております。し

かし、タイは、非常に恵まれた地政学的環境にありまして、安全保障ではアメリカの同盟

国ですし、経済的には日本企業の産業集積がバンコクにあります。中国は経済協力という

ことで昆明をハブにお金と人と企業が下りてきている。そういう中で、タイ政府として別

に産業政策をやらなくとも、そこそこ成長するし、安全保障についても特に心配すること

はない、そういう恵まれた位置にいるのがタイでございます。 

 したがって、タイはこれからもそこそこ成長していくでしょうし、政治的には今の王様

がいる間はかなり不安定だろうと思いますが、その後は、後継者がとんでもないことをし

ない限り、またそれなりに安定した政治の仕組み、もっと民主的な仕組みが出てくると思
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います。 

 後にミャンマーでございますが、今日の読売新聞の「地球を読む」というコラムでミ

ャンマーのことを書いております。ミャンマーに関心のある方は、それを見ていただける

といいと思いますが、私の基本的な理解は、ミャンマーは 1988 年から 2010 年まで軍事政

権のもと、軍隊が非常に強くなり、軍を屋台骨とする政治の仕組みというものもできた。

これが現在の改革の前提です。つまり、タン・シュエは 20 年にわたる独裁で、国軍を屋台

骨とした国家の体制を作った。しかし、そのためには相当無理をした。どういう意味かと

いうと、1990 年に総選挙をやって負けたからこれをないことにした。アウンサンスーチー

を長期にわたって自宅に軟禁した。アウンサンスーチーの政党だった National League for 

Democracy の指導者を逮捕して、党を事実上、解散させた。あるいはアメリカと欧州の経

済制裁の下で、中国に頼り、中国からいろいろなかたちで経済協力を引き出して生き延び

た。そういう無理をしなければならなかった。 

 そのあと世代交代が起こった。軍を中心とする政治体制はしっかりしたものができたけ

れども、いろいろ無理をしたために問題もある。国際的な正当性をどうするか、中国に対

する過度の依存をどうするか、アウンサンスーチーをどうするか、こういうことを現在の

憲法体制を前提にして、少しでも是正しよう、それが今の改革の基本的な性格だと考えて

おります。 

 ただ、4 月 1 日の補選で、アウンサンスーチーの政党が大勝利しました。それから、同

じ日に、ミャンマーの通貨でありますチャットが、これまでの二重為替制度から変動為替

制度に転換しました。これが長期的にどういう意味をもちそうか、それが少し読めなくな

っているのが現在の状況です。 

 それはどういうことか。あたりまえのことですが、アウンサンスーチーのグループは民

主化ということで憲法の改正を要求します。軍の方では、国軍司令官がはっきり「憲法を

守ることが我々の任務だ」と言っています。これをどうやって折り合いをつけるのか。 

 一方、為替制度の方を考えると、これまで二重為替制度で守られていた企業はこれから

おそらく相当潰れます。そうすると、これまでエリートにうまくお金が回っていた仕組み

が壊れますので、不満が出てくる。そういうなかで、どうやって 2015 年の総選挙に向けて

憲法改正でなんらかの妥協点を見つけ、軟着陸していくのか、それが今のミャンマーの課

題だろうと思います。 

 それができるかどうか、これはミャンマー経済が、これから 3年間、どのくらい上手く
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いくかに相当かかっている。これが上手くいって、国民の生活、特にエリートの生活がよ

くなると、その分「もういっぺん時計を巻き戻して」という議論は弱くなります。そのあ

たりがこれからのミャンマーを考える上で鍵になるだろうと思います。 

 もう時間が来ましたので、 後に、ネットワークと連携の時代ということだけ申し上げ

ておきます。先ほども申し上げましたように、私は、2010 年代は政治経済の時代だ、日本

はもちろん政治経済の時代で、そこで一番重要な課題は、生産性向上を政治の目的にする

のか、それとも再配分を政治の目的にするのか、これを国民的に決めない限り、日本の政

治的漂流はこれからも続くということでございます。 

 自民党を見ましても、民主党を見ましても、それぞれの政党の中に、生産性重視の人た

ちと再配分重視の人たちがおります。これが再配分の人たちは再配分だけでまとまってく

れれば、これほどわかりやすいことはない。再配分というときれいですが、これはばらま

き重視です。したがって、生産性の向上を重視するか、ばらまきを重視するか、きれいな

かたちで分かれてくれるといいのですが、なかなかそうはならないのが政治して、これを

やらないと、日本も、それほど遠くない将来、欧州危機のようなことになっていくのでは

ないかと心配しております。 

 これさえ回避できれば、日本は東アジアにおいて重要なプレーヤーであり続ける。ただ、

その時、戦略的に何をするか、2 点だけ申し上げます。その一つは、菅さんがその例です

が、福島の原発事故、大震災からの復興があるから、まずは内を固めて、そのあと外のこ

とを考えるという立場です。これはまったくだめです。世界とアジアは日本のためにある。

震災からの復興も、原発事故の対応も、日本の経済的再生も、外に頼る。その意味で、内

と外を峻別するという発想そのものをやめる。それが第 1の点です。 

 もう一つ、日本は大国ですが、超大国ではありません。われわれがいかに頑張っても、

これから 10 年、20 年、中国、アメリカと対等なゲームはできません。では何をするか。

てこを使う。てこを使って、力を何倍にもすればよい。 

 てことは何か。アメリカをてこに使う。韓国、オーストラリア、インドネシア、インド

をてこに使う。あるいは地域連携をてこに使う。いろいろなものをてこに使うことで、こ

の地域の安定と繁栄にできることをやっていく。それが基本的な考え方だろうと思います。

少し予定の時間をオーバーしましたが、どうも、ご清聴、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。それではここで、質疑応答に移らせていただきたいと

思います。ご質問がございます方は、挙手にてお願いいたします。ご質問、ご感想等、結
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構でございますが、いかがでしょうか。お席のほうまでマイクをお持ちいたしますので、

もう一度、挙手をよろしいでしょうか。 

 質問 これからの日本のことを心配しておるのですけれども、今、先生が言われました

ように、生産性とそのばらまき、これをどの辺、国民が判断して、これからの次の選挙の

ときに、どのようにしたらいいのか。そのような、方法で何かいいことがありましたら教

えてください。 

 白石 そういうものがあれば、とっくにいろいろなところで言っているのですが、正直

なところ、世論調査で常に指摘されるように、政党再編成が望ましい方法だろうと思いま

す。ただ、現在の選挙制度を考えますと、民主党と自民党で同じように、生産力向上派に

属していても、同じ選挙区で戦っていますと、政党再編成時に一緒にはなれない。 

 その意味で、選挙制度と党内対立のミスマッチ、これが日本の政治の大きな問題ではな

いかと思います。したがって、本来であれば、選挙制度を変えればいいのですが、そんな

余裕はない。そうすると、オオカミ少年にはなりたくありませんが、イタリアのように危

機がまず来るかもしれない。 

 今日の日経新聞には、イタリアの首相のような人が出て来て欲しいという記事がありま

した。私も全く同感ですが、残念ながら、日本の憲法には、イタリアのような緊急避難の

仕組みはありません。そうすると、まず相当深刻な危機が起こることも考えておいた方が

よいかもしれない。少なくとも、心の準備だけではなく、具体的にいろいろな準備をそろ

そろしたほうがいいかもしれない、そう考えております。名案はございません。 

 司会 ありがとうございます。他に、どなたかご質問、ご感想等よろしいでしょうか。

よろしいでしょうか。後日、ご質問ございます方は、財団を通じてご連絡賜りますよう、

お願い申し上げます。 後に白石様にいま一度、盛大な拍手をお送りくださいませ。あり

がとうございました。 

 白石 どうもありがとうございました。（拍手） 

 


