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【第 2部】 

 司会 それでは第 2部、前防衛大学校長の五百旗頭真様のご講演を初めさせていただき

ます。五百旗頭様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。1967 年京都大学法学部を

ご卒業後、米国ハーバード大学客員研究員、神戸大学法学部教授、東京大学社会科学研究

所客員教授等を経て、2006 年防衛大学校長にご就任されました。その後、2012 年 2 月より

復興庁復興推進委員会委員長、同年 4月に公立大学法人熊本県立大学理事長、同じく公益

財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長にご就任され、現在にいたっておられま

す。また、著書も多数ご出版されており、数々の賞を受賞されておられます。本日のテー

マは、東南アジアにおける安全保障上の課題と今後の展望でございます。お待たせいたし

ました、本日第 2部の講師である五百旗頭真様にご登壇をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いたします。（拍手） 

 

 五百旗頭 皆さん、こんにちは。こういう機会をいただいたこと大変光栄に思います。

我々、戦後日本を歩んできたというより全力疾走で走り抜けてきたという感じがいたしま

す。第 2次大戦で世界を敵とする戦争、愚行をやらかして、すべてをすってしまったわけ

です。モノとしての日本は全部なくなってしまいました。 

 このたび、東日本大震災の復興構想会議の議長になってから、被災地をずいぶん訪れま

した。「なんてことだ。町がないじゃないか。町が全部がれきじゃないか。信じられない」

という印象を強く持ちました。かなり海岸から奥にあった市役所の屋根の上まで水が来て

しまったり、町長さんが亡くなってしまったりと信じられない光景でした。 

しかし、昭和 20 年（1945 年）、京都以外の日本の主要都市は全部がれきになったのです。

それはひどいものでした。 

 東京はバラックが廃墟の中に立ち並び、もう日本は二度とまともな国になれないだろう。

三等国でしかないという言葉も飛び交いました。アメリカ、ヨーロッパの水準を取り戻す

ことなどあり得ないだろうというのが、当時の率直な思いだったのです。ただ、そういう

中でも必ず日本はまた蘇ると言う人がおられました。 

 その 1人は天皇陛下です。昭和天皇は終戦の詔勅の中で「平和さえ得れば将来にまた復

興の光明も考えられる」と述べておられます。 

聖断という臣下の大臣、将軍提督を集めた御前会議の中で、ポツダム宣言で連合国が示

した条件のもとで、日本はその敗戦を受け入れてやり直すかが議論されました。陸軍は、
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「徹底抗戦だ。本土決戦をやる」と猛反対だったのです。この国土、国民をいわば人質に

してでも戦い抜く。敵は上空から焼夷弾をばらまくのはコストなしでできるけれど、上陸

してくればそうはいかないぞ。日本中草木も抵抗するという事態の中で、敵にも耐えがた

い代償を払わせて、より対等な講和にするのだと言って頑張っていたのです。が、そんな

ことはあり得ないことでした。 

 火力で圧倒されて対抗のしようもない。無用の殺りくを全土に繰り広げるだけになると

いうのが昭和天皇のご判断で、「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで平和を求めたい。

その中で、もし平和を得れば、また将来に復興の光明も考えられる」とおっしゃったので

す。復興という言葉があのどん底の中で出て来たのは驚きなのですが、そこに展望があっ

たのでしょうか。私は展望があったとは思えません。「陸軍さんよ、耐えがたい敗北、いや

だからといってやけにならないでくれ。お願いだから、国民みんなを地獄に無理心中しな

いでくれ。やり直しをさせてもらいたい、復興の光明もあるのだから」と説得しようとし

たのだと思います。大局的、合理的な判断ではあったのですが、具体的な展望が立てられ

るような状況ではなかったと思います。 

 日本があのどん底から必ず復興すると思ったもう 1 人の人物は、ハワイ州の知事を 12

年間務められたジョージ・アリヨシさんというアメリカ人です。 

国際交流基金の日米センター（Center for Global Partnership、CGP）に評議会という

アドバイザリーボードがあって、日米各会の代表者で世界の中で日米がどういうリーダー

シップをとるべきかということを、日本で 1回、アメリカで 1回、毎年合宿をして討議す

る機会がありました。私はその座長を 5年ほどやったのですが、そのアメリカ側の政治部

門のメンバーがジョージ・アリヨシさんだったのです。 

彼とご夫妻で食事をしている時、ちょうど隣だったものですから「ジョージは日本にい

つ来たの？」と聞いてみると「昭和 20 年です」と言うのです。彼は大相撲のファンでもあ

り、日本人向けに 1945 年とは言わず、きちんと昭和 20 年と答えてくれたのです。日系人

ですから日本語ができるということで情報収集のためやって来たわけです。 

 「その頃の東京はひどかったでしょう。何もなかったでしょう」と尋ねると「その通り

です。もう焼け野原で、時々どうしてかと思うようなビルがあちこちにポツンポツンと残

っていた。それ以外は何もない。だから富士山がよく見えました」と。「そんな日本が経済

大国に復興するなんて思わなかったでしょう」と言ったら「いや、実は自分は、その時か

ら日本の復興を確信していた」と言うのです。「どうして？」と尋ねてみると、「非常に些
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末（さまつ）なことからの確信で恐縮だけれども」と次のような話をしてくれました。 

有楽町の高架下から廃墟の中を歩いていたら、街角で子供が靴磨きのアルバイトをやっ

ていた。小さな坊やが寒空の中で、着の身着のままで頑張っていると思って磨いてもらい

ました。そうしたら、非常に心を込めて一生懸命靴磨きをしてくれたので、ちょっと感銘

を受けて、たぶんチップを弾んだと思うのですが、兵舎に帰ってからもその子供のことが

忘れられず、あの子にプレゼントをしてやろうと思って兵舎の食堂にあった白いパンを二

つに分けて、バターとジャムをいっぱい塗り込んで持って行きました。 

 皆さんは若い方が多いから実感はないと思うのですけれども、敗戦の頃のひもじい中で、

白米のおにぎりは、想像しただけでもよだれが出て来るというようなありがたい物だった

のです。それに劣らず、白いパンにバターとジャムをいっぱい塗り込んだ物にかぶりつい

たらどんなにうまいかと思うだけでもよだれが出るというほどのひもじい状況でした。 

 アリヨシさんがその坊やを喜ばせようと思って戻ってきて「これを君にあげるよ」と言

ったら、坊やが非常に恐縮して「いえいえ、もう先ほどちゃんといただきましたから」と

答えたのです。「でも、君のためにわざわざ持って来たんだから、もらってよ」と言ったら

「そうですか、すみません」と言ってそれを受け取り、かぶりつくかと思ったら風呂敷の

中に入れたのでした。「どうして食べないの」と聞くと「家に、妹がいるのです」と。「妹

さんはいくつ？」と言ったら「3歳です」と。「何ていうの？」と言ったら「マリコってい

います」と。「君はいくつ？」と言ったら 7歳だというのです。非常に驚いたということで

した。 

7 歳のやんちゃ盛りの子供というのは、どこでも悪がきぶりを発揮して、特にアメリカ

で靴磨き少年というのは、ウエストサイドストーリーなどに出てくる刃物を持って走りだ

すといった予備軍らしいのです。そういう前提があるからかもしれませんが、この 7歳の

日本の坊やは、自分が腹ペコで着の身着のままなのに、家にいる妹のためにそれを持って

帰ろうとしている。世界のどこにこんな振る舞いができる 7歳の坊やがいるか。モノとし

ての日本は、ほとんどすべてなくなってしまったのですが、心は失われていないのではな

いか。そうであるならば必ず蘇ると、その瞬間に日本の復興を確信して今に至っていると

言われたのでした。 

そういう方もおられますが、全体としては復興の構想など持ちようもなかった廃墟の日

本でありました。 

 その廃墟の中で復興のシナリオというか日本再生の構図を作り出したのが、吉田茂とい
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う人物でした。イギリスでは「受難と迫害の経験のないリーダーは本物のリーダーではな

い」という言葉があります。もし、自分の観点、信念というのを持って戦っているのであ

れば、いつも時代受けばかりはしておれません。必ず時代との対決の時が来て、その時に

は不遇をなめなければいけませんが、それを越えた人が本物だということを意味していま

す。 

 例えば、チャーチルという人物について見てみましょう。ミュンヘンの宥和の時に、チ

ェンバレン首相が、チェコのズデーデン地方をヒットラーに引き渡すという協定を結んで、

ドイツとの戦争を回避しました。「われらの時代の平和をこれによって得た」と言ってヒー

スロー空港に帰って来て、国民の絶賛を受け、歓呼で迎えられました。 

 その時、チャーチルは議会において、「野獣に子羊の 1匹をくれてやれば以後おとなしく

なると考えるのは根本的幻想である」と言い放ったのです。そのチャーチルの発言で議会

は騒然となり、みんな机と叩き足を踏み鳴らして、チェンバレン首相が苦労して平和を勝

ち得たのに、そのことを評価せずなんてことを言うのだと非難ごうごうだったのです。 

 ところが、半年してチャーチルの洞察が正しいという結果になりました。チェンバレン

は宥和主義に陥って、戦うことを避けようとするあまり、やってはならない妥協をして、

野獣を肥え太らせてしまったのです。結局、何年か後、数年かけての戦争をしなくてはい

けなくなったのです。1938 年のミュンヘン宥和の瞬間であれば、まだイギリスとフランス

の軍事力はドイツに負けていなかったのですが、戦いを避けたいがゆえに戦わずして屈し

たことがドイツを大きくしてしまい、ヨーロッパ文明を荒廃させてしまうくらいすさまじ

い戦いを行う代償を払わなければならなくなりました。 

この例に示されるように、本当のことを言う者は受難と迫害の時期を持ち、それを耐え

て来た者が本当のリーダーであると言われますが、吉田茂もそうした受難と迫害を経験し

た人物でありました。彼は帝国主義外交官だったのですが、イギリスやアメリカという世

界の秩序を維持する国々を敵にして、日本の国益や安全はあり得ない。軍事的にも経済的

にも成り立たない戦争をやってはならないという考えをもとに動いたため、戦争末期には

憲兵に捕まり、40 日ほど拘留されてしまいました。 

 そうした経験をもつ筋金入りの吉田の考えは次の通りです。戦後の日本にとって必要な

基軸は何であるか、それは、今まで太平洋戦争で死闘を繰り広げて来たアメリカとの協力

関係が必要であるということでした。その理由として、一つは安全のため。早くも冷戦状

態が起こっていましたので、日本の裏山にはソ連という大熊が、猛獣がいるわけです。そ
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れがのっしのっしと降りて来て日本に上がって来たら、敗戦国日本がハリネズミのように

防備を固めてもソ連には対抗できないわけです。日本の戦後の安全のために、食うや食わ

ずの時代に鎧甲ばかりを急いで作るという愚行をすべきでないと吉田は考えるのです。そ

うすると答えは何か。無防備でやれるとはもちろん考えない。そこで、もう一つの強い猛

獣であるアメリカを番犬にするというのが彼の答えだったわけです。太平洋戦争を戦って

みて、アメリカがいかに強い野獣かよくわかったことでしょう。もし、アメリカと協力関

係を結んで番犬として使えば、日本は軍事費のコストなしで経済活動に専念できる。そこ

で、日米安保条約について国内的反対が強い中、1950 年のサンフランシスコ講和条約はサ

ンフランシスコのオペラハウスで、日本の野党からの代表なども入って華やかに調印式を

行いました。その後、吉田は 1人でプレシディオという公園の中の将校クラブのホールへ

行って、日米安保条約のサインをするのです。誰も連れて行けない、非常に孤独な姿です。

しかし、アメリカを味方とする。日本を西側陣営の中に置く。これが経済的な要因と相ま

って、実は戦後日本の復興の土台になるわけです。 

 吉田茂がアメリカとの友好を重視したもう一つの理由は、市場経済でやらなくてはいけ

ないということでした。 

彼の父は、吉田健三といって幕末の福井藩から脱藩して、国を抜け出て、イギリスで商

社の勉強をした人でした。実父は、土佐の事業家であった竹内綱ですが、謀反をはたらい

たということで茂が生まれる時、新潟の刑務所に入っていました。吉田茂が生まれる前、

健三には子供がなかったため、兼ねてから親交があった竹内綱に、次、子供ができて男の

子なら俺にくれよと冗談で言っていたことから、竹内の逮捕もあって、そうした運命を背

負わずに済むようにと、吉田健三の子供として育てられることになりました。茂は、父親

をとても尊敬していて、横浜に連れて行かれた時、世界の人々と一緒に英語でビジネスを

やっている姿を見、世界の海をまたにかけて生きて行く以外にこの島国日本の生きる道は

ないと父親から薫陶を受けているのです。 

 占領下のように GHQ が手取り足取り、おんぶに抱っこ、全部管理規制してやるのではな

く、市場経済の中で自分の足で大地に立って、自分の手で仕事をしていく。それができな

ければ戦後日本はものにならない。軍部が威張り過ぎるのもだめ、国家管理もだめ。市場

経済、自由経済でやっていける、雨の日も嵐の日もやっていける、そういうものにならな

くてはだめだ。それが占領下で彼が首相であった時、ドッジ特使を受け入れて補助金財政

というのをぶった切るのに協力した理由なのでした。 
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 というわけで、安全についてアメリカのお世話になり、自らは軍事コストを掛けずに西

側に所属して安定を得ながら、自由経済の中で力を磨いていくという路線だったわけです。

柔道に巴投げというのがありますが、力強く押しかかってくる相手を巴投げで投げ飛ばし

て勝利を得るということ夢見て、勝者アメリカを逆に食ってやると自由民主主義と市場経

済の戦後日本を作ったのでした。 

 1980 年代、日本経済が世界一の物づくり国家になりました。皆さんが頑張りすぎた結果

ですけれども、ヨーロッパはおろか、アメリカも日本の工業製品の競争力に太刀打ちでき

ないという局面を迎えてみると、吉田の構想が見事に当たっていたことが分かります。占

領の時代、左翼勢力が非常に強く、日本は社会主義、共産主義の道に入って行く、それが

本当の進歩主義だという議論が多かったわけですが、もしそうしていれば 1989 年の冷戦終

結の時に日本はソ連と共に壊滅しなくてはいけない側に属していたかもしれないのです。 

 戦後日本は、アメリカと複雑な思いの中で表裏一体を目指し歩んできましたが、大国と

の関係は決して楽ではありませんでした。そもそも大国というのは、自己本位に生きると

いうのがほとんどですから、アメリカであれ中国であれ、ソ連であれ、決してやさしいも

のではありません。けれども、そのアメリカと太平洋戦争という代償を土台にして、そこ

から教訓を得て一緒にやっていこうとしてきました。東の共産陣営、ソ連、中国との間は

極めて険悪です。そして、お隣の韓国とも、戦争の傷跡というものが強いですから、近隣

の主要国との関係も悪い状況にありました。 

 そういう中にあって、東南アジアが日本にとって息のつける空間として戦後存在してき

ました。東南アジアという地域は、中国、日本、朝鮮半島というパワーポリティックスで

ガツガツひしめき合う地域と違ってどこか柔らかいのです。ヨーロッパにおいても第 2次

大戦中、チャーチルの好きな言葉に『柔らかい下腹部』というのがありました。ヨーロッ

パの下腹部にあたる地中海方面やイタリアなどのことを指しているのですが、そこらの地

域は抵抗が強くなく、仕事もしやすい。上半身であるドイツやソ連で同じことをしても、

ボンボコボンボコ飛んで来てたいへんですが、地中海方面はどこかソフトだと。それにも

似て、アジアでは東南アジアが柔らかいというところがあるのです。したがって、世界の

力ある国が次々と東南アジアにアプローチしてきました。そこでは自分たちの思いを達成

することができるかもしれないとかわるがわるやって来たという歴史がありました。 

 大戦後の東南アジアは、圧倒的に脱植民地主義でした。オランダの植民地であったイン

ドネシアや、フランスのインドシナ、イギリスのマレーシアなどの各地で日本が戦争で暴
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れたことによって、植民地体制の絆を一度切ってしまったことを「我々がアジアを解放し

てやったんだ」と声高に威張ろうとする人もいますが、それは威張るに価しません。 

 このたび、国会の福島原発の報告書では、菅政権の対応を厳しく批判している内容にな

っていますが、私は、ちょっとそれは不当だと思っているのです。東電という当事者が対

処できていないとすると、首相が全く関与せず、「あなたの問題ですからしっかりやってく

ださいね」と言って控えていたら良いのかというと、それはいけないと思うのです。どう

やら当事者能力が怪しく、撤退までやろうとしている。最終決定ではないにしても、その

ような声も出ているという時期に、菅首相がカリカリして自ら乗り込み、そのことが貴重

な時間を奪ったと言うけれども、そういうレベルの問題ではないのです。自己管理能力が

なくなり、重要な安全保障に関わるところについて、現場が疑わしいとなればトップが責

任を取る、対処するといった大きくコントロールをこれまでできていないことがおかしい

のです。「お邪魔になってはいけないから」とか「私が行くのは少し落ち着いてから」など

と言っていた方が危なかったのです。細野氏を原発関係の担当者として本部を作り、東電

の中に細野氏を置いて対応する体制を作ることができたのは、菅首相が乗り込んで行って

からなのです。そういう意味で、あの国会報告書で政府が邪魔をしたというふうに評価し

たのは、違うのではないかと思います。政府をそういうふうに批判しながら、東電も政府

が邪魔をしたと言うのです。それに対して、このたびの報告書がしっかりしているのは、

東電がそのような発言の資格はない。自ら当事者能力をしっかりと示さないで、それにつ

いて政府が介入して来たなどと文句を言うのは筋違いだということは、非常に正しいとこ

ろです。 

 日本が結果として東南アジア諸国の解放、中国の共産化をもたらしたのはその通りです。

しかし、それをしてやろうとして親切心からやったわけではないのも事実です。率直に言

って、古いパワーポリティックスの観点に立って、日本の支配地域を広げたい。アジアの

雄として、アメリカが西半球、南北アメリカを支配し、ヨーロッパがアフリカまで支配し

ているように日本もアジアを支配したいという自己拡張の動機でやっただけで、アジアの

ために自己犠牲してまでしてやろうなどというわけではありません。正直なところ、自己

利益を追求して、間違った自己利益の過度な追求の中で破たんしたのです。 

 その結果が、旧植民地からの解放を東南アジア諸国が得たと、結果オーライであるとい

えばその通りですが、日本がしてやったと言って偉そうに言える筋合いでないのは、東電

が政府に文句を言えないのと同じことだと思います。 
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 ともあれ、脱植民地主義の津波が東南アジアに押し寄せ、戦後いたるところで独立して

いきました。そして、どこの国もかなり民主的な憲法を作ったのです。しかし、民主的な

憲法を作ったら、民主主義社会、民主主義政治ができるかというととんでもない話です。

民主主義の政治ができるには、その担い手が育たないといけません。一朝一夕にはできな

いのです。多くの国では全国的な統治に関わる、あるいは全国レベルの組織といえば、軍

や教会やお寺しかないというのがほとんどでした。 

 そういう中で新しい中産階級が生まれ、知識人が生まれて、技術官僚が育っていくには

少なくとも 100 年はかかるのではないかと思います。日本は徳川時代から、組織化された

統治機構があり、それを元に東京大学などの帝国大学を作って官僚を育て、中央官庁を育

てたということで、早く出発できましたが、東南アジアはいきなりできるわけはありませ

ん。そこで民主的憲法は棚に上げて、実際行われることは軍政です。全国的実力組織は軍

部しかありません。タイなどはごく最近まで、ミャンマーは去年までと言うべきでしょう

か、というように実際の統治のわざや技術能力を持っているのは軍部しかないということ

は少なくないわけです。 

 というわけで、民主的憲法と軍政しかない状況にあって、東南アジアが幸いであったの

は、開発権威主義の時代をほぼみんなが持つようになったことでした。 

インドネシアでは、スカルノが親中・反英米ということで暴れまわったわけですが、ア

メリカとの関係はめちゃくちゃになり、ロバート・ケネディ司法長官が特使となってスカ

ルノを説得に行ってみると、その時にはよい返事をするのですが、特使が帰ってからまた

めちゃくちゃやるといった具合でした。中国に接近してアメリカの利権をつぶそうとする

と、怒ったアメリカは CIA を使ってスマトラ島に反乱を起こさせるのです。CIA も勇まし

い時代でした。そうしてアメリカとスカルノ・インドネシアとは話もできないような国交

断絶状態になってしまいました。同時に、脱植民地主義の旗印の元、イギリスが支配して

いたマレーシアにも、真の解放のためと称して、軍隊を送ったりしていたことによって、

イギリスにも話ができない状況になってしまったのです。 

 そうした中、デヴィ夫人がいた影響がどれだけあるのかわかりませんが、日本が親しく

インドネシアとお付き合いをしていると、アメリカもイギリスも怒るのです。「日本は何だ、

筋が全然通らない。あんなひどい国とよろしくやっているというのは、いかがわしい限り

だ、節操がない、筋を通せ」と言って怒るのです。日本は「いやいや、反米、反英に見え

るかも知れないが、彼らの真の動機はナショナリズムなのだ。植民地から離脱した後のバ
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ネの中で、夢中になってナショナリズムをやっているのであって、親中だとか反米、反英

というのは一つの現象形態で、本質だと思ってはいけない。だから、お付き合いをして彼

らを誘導することだってできるのだ」と言っていたのです。そのうち９３０事件が起こっ

て、スハルトが軍事クーデター的に主導権を取ったのでした。 

 その後、日本が東京でインドネシア再建会議を開いて、アメリカやイギリスなどが一同

に集まって関係を修復したわけです。当時、インドネシアだけではなく、リー・クアンユ

ーのシンガポールはもとより、マハティールのマレーシアもみんな経済発展をテーマにす

るようになっていました。戦後日本と一緒です。もう軍事、鎧甲に血道を挙げるのではな

く、経済的に豊かになるといった路線を取るようになったのです。しかし、それをやって

いるのは軍人であり、独裁者だったのでした。国民を富ませる、国民を豊かにする、経済

を発展させるということは、やはり良いことなのですが、成功すると、今度は新しい中産

階級が政権批判をする。実に複雑なものであります。しかし経済発展をやれる政権という

のは強いのです。国民を豊かにし、食べていけるようにするという権威主義体制が東アジ

ア全域に広がり、それをしっかりやった国は伸びていくことができたのです。そのトップ

に立つのが日本なのです。 

 日本はそうした東南アジアの国々のスポンサー的な役割を務めることになりました。冷

戦期はアメリカの攻勢が強かったのですが、そのアメリカの攻勢を許さなかったのがベト

ナムでした。ベトナムという国はすごい国です。紀元前 1 世紀から 911 年までの約 1000

年間中国の支配下にありました。ちょうど前漢の時代から唐の時代まで中国の支配を受け

たことになります。911 年、ついに独立を回復し、それ以後、中国との壮絶な戦いを何度

も繰り返して独立を守ってきました。 

 私は去年の 9月にベトナムをはじめ東南アジア 5ヵ国を、防大校長として訪ねました。

防大には、100 人近い留学生がいるのですが、その中心が東南アジアからの留学生たちで

す。長い間ご厚誼に預かった国々に、防大校長を辞める前にご挨拶をしようと訪れたので

した。 

 日本は蒙古の攻撃を 13 世紀に 2度受けました。神風に救われて台風で彼らの船が壊滅し

たために助かったというふうに理解しています。蒙古はユーラシア大陸を席巻した騎馬隊

で、スピードが断然違うというので、どこも対抗できなかった。島国である日本には通用

しなかったのですが、ベトナムは陸続きの国です。日本は 2度ですが、ベトナムは 3度も

蒙古に侵略されているのです。そして 3度とも跳ね返しているのです。 
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 私は、向こうの士官学校の校長に「我々は島国だからモンゴルの強さである騎馬隊を無

効化できたけれど、ベトナムはどうやって蒙古の騎馬軍を跳ね返したのか」と聞いたら、

「いや、同じことですよ」と。ベトナムと中国の国境地帯は非常に険しい山岳地帯で、広

い道路があるわけではなくて、山道 1本道みたいなところがある。その地形を利用して彼

らの機動というのができないようにして抑えたのですと。だから同じことですよと言って

おられます。 

 その後、中国の王朝が全盛期を迎えるたびに侵略された。朝鮮半島は時々やられるので

すけれども、ベトナムは常に跳ね返すのです。ただ、19 世紀になって海のほうからフラン

スがやって来ました。近代西洋文明というのは、全然異質の文明です。それまでのすべて

の人類の文明は人力と馬力で動いていたのです。蒙古は馬力が上手だったから、相対的優

位を取ったのですが、近代西洋文明は動力で地上を走り、海の上を走るのです。これに対

しては、やはりそれ以前の文明で対抗のしようがなく、さしものベトナムもフランスの支

配は受けるようになったわけです。 

 しかし 1954 年、ついにディエンビエンフーでフランス軍をせん滅して、独立を回復した

わけです。その終わり方にも不満を持っていたダレス国務長官のアメリカは、10 年を経て

ケネディ、やジョンソン政権が介入しました。南北ベトナムを並立させるという合意があ

るのに、北ベトナムが南に浸透し、事実上の支配拡大をしていることは、許せないという

ことで、アメリカが介入してベトナム戦争になっていきました。アメリカほどの超大国が

ベトナムで挫折するということは、ほとんど予想できなかったのですが、ベトナムはこれ

をも跳ね返したのです。 

 そうした中で注目すべき進展がありました。ベトナム戦争の周辺国が寄り添い始めたの

です。ベトナムのようにだけはなりたくない。あのようなアメリカの火力でボンボコボン

ボコ爆撃される。ベトナムだから耐えているけれども、我々はあんなことをやられたらた

まったものではない。戦争だけはよそうと。戦争をしない合意をしようと仲間の国が集ま

ったのです。タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどが集まっ

て、戦争ですべてを失ってしまう愚行だけはやめよう、いろいろともめ事はあるけれども

共存していくほうがやはり利口だということで、ASEAN（東南アジア諸国連合）が 1967 年

にベトナム戦争の火の粉を避けたいという思いからできたのです。そしてこれが大きな発

展を遂げることになるのです。 

 戦後日本は東南アジアの経済開発への協力を行うようになりました。例えば 1967 年に佐
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藤首相が訪米してジョンソン大統領と会談し、そこで両 3 年のうちに沖縄を返還するとい

う歴史的な合意を得たのです。その時の佐藤首相の日記を見ますと、意外に沖縄返還の合

意、「両 3年のうちに」、within a few years という合意は簡単にできたのです。それで済

んだかと思ったらジョンソン大統領のほうから、インドネシアに日本からあれをプレゼン

トして欲しいと。もうちょっとアジアの開発に資金を出してもらいたいとか、あそこにテ

レビをやってもらいたいとかいう細かいことをごちゃごちゃ言って 1 時間引っ張られたと

いうのでこぼしている記事があるのです。 

 つまり、アメリカとしては日本に憲法第 9条を自分たちがお勧めして作らせた日本に、

戦争に参加してくれとは言えない。韓国やオーストラリアは参加してくれたけど、日本に

はそれは言えないとわかったのです。しかし、それならば周辺国の安定のために一肌脱い

でくれよ、お金でいいから、物でいいからというのがジョンソン大統領の執拗な、沖縄を

返すにあたっての粘りだったわけです。 

 そういうふうにベトナム戦争と同じ時期の 1960 年代から日本の経済協力が東南アジア

に対して進んでいたのですが、1974 年に田中角栄さんが東南アジアを歴訪した時、反日暴

動がバンコクでもジャカルタでも起こったのです。日本人としては「え？」「何で？」「我々

はいいことしかしてないでしょう。協力ばかりしているじゃないですか。軍事力を持って

暴れまわるのは戦前はやったけれども、戦後はそんなのと全然違うでしょう。なぜわかっ

てくれないの」と非常に不思議な気持ちだったのです。 

 しかし、東南アジアの国々にとって、日本認識のベースにあの戦争がまだ根深くあった

ということに加え、日本が経済発展し、1960 年代の高度成長で見る見るうちに巨人化して

いくことに不気味さを感じ、経済大国になったらまた軍事大国になって我々に襲いかかっ

てくるのではないかといった猜疑心がものすごく強かった。私は東南アジアからの学者や

ジャーナリストと会うたび、戦後の日本はまったく戦争などと関係のない平和主義の優し

さ一辺倒の国なのに、といくら言っても当時はわかってもらえませんでした。 

 そういう認識を改めさせる大きな契機になったのが、3 年後の福田ドクトリンです。私

が親しくさせてもらっている福田康夫さんのお父さんである福田赳夫首相が 1977 年、マニ

ラで開催された ASEAN 首脳会談に招かれてスピーチをされたのです。 

1975 年、サイゴンから仲間を一部置き去りにしてヘリコプターで脱出するといった情景

に示されるように、アメリカは、ベトナム戦争で大きな挫折を経験しました。アメリカの

秩序というものがこれで消えてなくなる。アメリカがアジアから撤退する。そうした時、
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これからの東南アジアは一体誰が秩序構造を支えるのか。人々はこう考えました。「中国？

無理でしょう、うれしくないね。経済的にあんなにまだ遅れている国で、文化大革命で暴

れ回っている国はいやだ。ではソ連？カムラン湾に、ベトナムにテコ入れしてそこを自分

たちの基地化している。やる気あるみたいだけれども、それもいただけない。全部ノー、

ノー」。そこで日本はどう考えているのかということで、福田首相を ASEAN 首脳会談に呼ぶ

に至ったようです。 

 そこで福田首相が言ったことは三つ。一つ目は、日本はたとえ経済大国であっても軍事

大国には 2度とならない。二つ目は、アジア諸国との間に heart to heart、心と心の触れ

合う友好を築きたい。三つ目は、とりわけインドシナについては全域、その地域全体につ

いて、「タイはいい子だから、ベトナムは悪い子だから」とか言わず、地域全体の発展のた

めに日本は力を尽くしたい、この三つのことを言ったのです。これらがたいへん感銘を与

えました。かつてここに軍事進攻をしてきた日本ではなく、軍事大国にならずに経済的な

存在として復帰して来ようとしている姿。3 年前、バンコクやジャカルタでは、復帰が目

立ち過ぎるため反発が起きたのですけれども、支配しようというよりは経済力を持って発

展を支えたいと、heart to heart のお付き合いをしたいと言っている。こうしたことから

東南アジアで福田ドクトリンがたいへん評判がいいのです。 

 あまり知られていないのは日本の方なのです。日本のメディアというのは変わっていて、

日本政府がいいことをしても絶対に言わないのです。「あかん、あかん、うっかりほめたら

あかん。すぐ調子に乗って悪いことをする」というので、いいことをやってもほめない。

悪いことをやったら「ギャー」と言うのです。これでは、メディアはチェック機能だと言

うけれども不幸です。つまり、評価基準を持てなくなっていくのです。やはりいいことを

したらほめないといけない。特に、政治というのは国民のご支持があってのことですから、

豚もおだてりゃ木に登るというほど政治家はほめられたいのです。いいことしたらやはり

ほめるべきです。そうすると、政治家は一生懸命励みます。国民のためにいい仕事をする

という心構えを強めてもらわなければ、結局国民のためにならないです。 

 ところが、メディアはいいことをやってもシーンと黙っている。そのために我が国がろ

くなことをしていない。下手ばかりしている、損ばかりしているというふうに国民は感じ、

認識座標軸ができないのです。非常に残念なことです。福田ドクトリンは、日本国内では

ほとんど知られず、東南アジアでは非常に評判が良いのです。そういうふうにインドシナ

地域全域をサポートしますよと口で言っただけではなく、大事なことは本当に行なったの
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です。 

 当時、日本は、アメリカから日本は貿易黒字を貯め込み過ぎていて、何とか自主規制せ

よとか文句を言われるようになっていた時期でした。それに対して日本政府は、いやいや、

そういう不自然なことではなくて、むしろアジアの途上国を助けましょう。応援しましょ

う。それが私たちの答えですというふうに国際的な場で言おうとしていました。福田ドク

トリンの翌年、日本の東南アジア援助は 1 年で倍増いたしました。その後、3 年間でさら

に倍増というふうに、アメリカ軍撤退後の地域秩序は日本経済によるサポートによって支

えられる。すでに始まっていた開発権威主義、国民を豊かにする経済発展というのを、日

本がスポンサーとなって行ったのでした。 

 1980 年代には、それが軌道に乗って「日本―NIEs―ASEAN」と発展していきます。1979

年に中国で鄧小平路線が勝利し、文化大革命をやめて改革開放で世界の市場経済のもとで

中国経済の発展を図るという路線を打ち出した時、福田首相は日中平和友好条約を結び、

その次の大平内閣では経済協力協定を結んで、東南アジアだけではなくて中国にも支援し

ていくことになりました。 

 そんな時、日本は東南アジアから中国にシフトする気ですかというふうに、東南アジア

からのクレームがついたのです。それに対して大平首相は「違います。東南アジアにはこ

れまでに劣らず協力を続けます。プラスアルファとして中国にもやるのであります」と発

言しておられます。1980 年代に入る頃の日本経済はそれだけの力がありました。NIEs、

ASEAN、中国という経済発展連鎖を、日本が先頭に立って引っ張る。「東アジアの奇跡」と

呼ばれるものを、日本がリードするということができたわけです。 

 これは非常に大きな、世界史的な実績です。世界史的実績と言えば、そもそも近代西洋

文明はものすごく強い初めての世界文明だと言いましたけれども、それに対して非西洋は

みんな植民地化されたわけです。その例外を設定したのが日本でした。ペリーによって国

禁を破られてから 50 年後に、日本はヨーロッパの軍事大国ロシアに勝利したわけです。『坂

の上の雲』の時代です。これは世界史的な大きな出来事で、西洋の支配が当たり前であっ

た世界史を転換する、そのことを日本の日露戦争勝利で示したわけです。 

 つまり、非西洋というのは西洋に対して支配されるだけではなくて、自らも近代化すれ

ば並び立つ存在になれるということを日本が実証したのです。しかし、ただ愚かな戦争を

して自爆したものですから、昭和 20 年にどん底に落ちましたが、そのあとまた 30 年、40

年経過した 1980 年代には米欧をしのぐ経済競争力のある存在に再浮上したわけです。そこ
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まで、日本のみが非西洋の中で西洋とあい伍（ご）してやっていける存在として気を吐い

たわけです。 

 その日本が、NIEs、ASEAN、中国の経済発展をリードする。それによって、日本だけでは

なくて東アジア全体が、団体で東アジアの奇跡、東アジアが西洋とあい伍してやっていけ

る国になる。とりわけ巨人である中国が、いまや欧米を向こうに回して圧倒せんばかりの

力を示したりしているわけです。その日本のリードの仕方は、圧倒的な貿易量、1985 年の

プラザ合意で円高になってからの直接投資、そして ODA と、この 3点セットによって、東

南アジアの国々の経済浮上というのに非常に重要な産婆役を務めていったのでした。 

 20 年ほどそれを続けたあと、1997 年は東アジア経済危機の年ですが、私はその年に東南

アジアを歴訪いたしました。クアラルンプール郊外で松下の電気工場へ行って、最初にテ

レビの工場に入ったら、「巨大な近代的工場ですね、すごいですね」と。「賃金はずいぶん

現地の人に感謝されるでしょう」「それはそうです」と。テレビは世界 5ヵ所体制を松下は

取っているので、これはアジア地域向けの輸出用でした。次の工場へ入ったらエアコンを

やっているのです。「エアコンはどうですか」と聞いたら、「いや、ここから全世界に輸出

しています」と。「え、大阪門真ではやっていないのですか」「あそこは先端的な研究とか

をやっているけれども、一般商品はここから世界に輸出しているのです」と言うのです。

すごいことで、賃金が現地に落ちるだけではないのです。マレーシアの国際収支に巨大な

輸出の実績になるわけです。その結果、マレーシアは外貨を持つゆとりを得ます。それを

いろいろなことに使えるというわけで、松下の工場一つでマレーシアという国の近代化が

大きく引っ張られているというのに感銘を受けたのです。 

 何ヵ国か回って、最後がフィリピンだったのですが、フィリピン政府で経済や経済協力

の担当をされている女性の高官や局長さんと会って話をしていたら、教養のある方で非常

に雰囲気よく話がしやすい。何よりも日本について好意的なご発言をなさる。かつて東南

アジアから来た人は、日本について険しい、戦争のことばかり言うような人が多かったの

に違う人だなと思って、「フィリピンの皆さんはもうあの日本の戦争のことはお忘れになり

ましたか」と率直に聞きました。そうしたら彼女は「いいえ、忘れてはおりません。忘れ

ることなどできません。しかし、許すことはできます」と答えたのです。英語で言えば

forget はできないが forgive はできるというのです。「どうしてですか」と尋ねますと「そ

れは近年の日本が我々にやってくれたことです。我々は本当のビジネスが何であるかとい

うことを、日本から学びました」と答えられたのです。夜店で不良品を叩き売ってずらか
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るという類の商売ではなく、長期的な信用を培っていくようなビジネスというもののあり

方を、我々は日本の皆さんから学んでいるのです、と言われたのです。 

 それに加えて、日本が ODA でやってくれること、例えばプロジェクト技術援助といって、

日本が近代化の中で獲得した技術を、無償で我々に伝えようと 5年間も指導官を張り付け

て我々に教育をしてくれる。そういうふうなことをこの 10 年、いやもう 20 年になるでし

ょうか、ずっと見ております。そのことを思えば、昔の戦争のことを忘れられるわけでは

ありませんが、いまさら戦争のことをこちらから申し上げようとは思いません。むしろ感

謝しておりますとおっしゃるのです。なるほどと思いました。 

 実はこれが東南アジア全体の日本への新しい感情だと思いました。20 年前とは全然違う。

その後の中国、韓国とも違う。東南アジアの人たちはたしかに戦争の時にはひどい目に遭

わされたかもしれないけれども一過性のものだった。中国に対してのように 10 年近くも戦

争をしたというのとは違うのです。一過性の戦争であっても、いやなことはあったけれど

も、この 10 年 20 年、四半世紀日本がよくしてくれた。日本は陰徳を積んだ。そのことを

思えば感謝こそすれ、戦争のことをいつまでも言おうとは思わないというふうに世紀末に

は変わって来ていたわけです。 

 ASEAN は、当初ベトナム戦争周辺国の不戦協定として出発したかもしれませんが、一緒

にしてみたら意外に面白いということがわかってきたのです。一つひとつの国は小さいけ

れども、その 10 ヵ国ぐらいが一緒になって合唱すると、その声が太平洋の向こうのアメリ

カにもアジア地域にも、そして世界にも届くのです。 

 ASEAN の内容といえば、年に 200 から 400 の各種の会合を英語で行うというだけのこと

で他の縛りはないのです。あまり違反したから何とか言わない。コンセンサス方式です。

みんなが合意したことだけを進めていく。しかし、だから誰かが強く反対したらそれはや

らないのですが、しかし、誰かが提起したことはなるべく反対しないようにしようよ。だ

って、自分が提起した時にすぐ横やりが入るのはおもしろくないだろう。だから、誰かが

提起したことはなるべく前向きに受け止めるようにしようという傾斜をもったコンセンサ

ス方式です。だから、ヨーロッパのようにビシッと法制度化して違反したやつは処断だと、

そうやっていてもギリシャのような問題があるのです。だから、ASEAN ウェイというのは

無理をしないように合意できるところでやっていこうということなのです。 

 そういうふうにやっていったところ、ARF というのは安全保障のアメリカも入れた＋3

の日中韓も入れた、ロシアも入れたというものですが、世話役的なもので強い強制力を持
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っているわけではありません。 

それから APEC ができました。APEC ができた結果、どこが中心になるのかという議論が

ありましたが、実質的には日本とオーストラリアが推進して PECC というのを作り、APEC

を作ったのです。アメリカは威張りたい、中心になりたいという気持ちがあるのですが、

アメリカという超大国主導の APEC、あるいは日本、オーストラリアという筋目のいい先進

国リードというのもいいけれども、それよりは高校野球レベルかもしれないけれども、

ASEAN に花を持たせたほうがいいのではないか。それが知恵ではないか。ASEAN 中心の舞台

回しをやってもらおうではないかということで合意したのです。 

 内容的には ASEAN のどこかが主催したら、翌年は非 ASEAN、日本だとかアメリカとかど

こかへ行くのです。でも、その次の年にはまた ASEAN に戻るのです。ということは、ASEAN

があるまとまった方針を持っていたら、それを外せないということになるのです。という

ふうに、ASEAN は APEC の舞台回し役も行っているのです。 

 ASEAN はそうやって、柔らかい下腹部がばかな戦争をしないように、小さいがゆえに無

理しないで協力するということをやっていくのですが、そうできないのが北方の巨人たち。

中国、日本、韓国です。ガタガタといつももめ合っている。その 3ヵ国を少し仲良くさせ

なくてはというお世話まで ASEAN がしてくれて、ASEAN 首脳会談にその北方巨人 3 国の首

脳を招くのです。そこで、オブザーバーみたいにしていてくださいと。 

 それを 1998 年、小渕首相が 3ヵ国だけで首脳会談やりましょうと提案したのです。私は

小渕さんとは非常に親しくしていただいたのですけれども、小渕首相は、ASEAN の会合の

横っちょでオブザーバーのようにいるのではなく、せっかく来ているのだから、日中韓で

首脳会談をやりましょうと言ったのです。その時の韓国大統領は金大中さんでしたが、実

は小渕さんと金大中さんはとても仲良しだったのです。小渕さんは現職で病気で亡くなり

ましたが、彼が用意していた沖縄サミットには金大中さんを特別ゲストとして呼んで、メ

ンバーのように遇するということを計画していました。クリントンも呼んで沖縄問題解決

のための大きな機会にしようというプランを練っていたのです。本当に病に倒れるという

のは恐ろしいものです。私もこの 1 ヵ月のうちに三つ手術をして、危うく死にかけたとこ

ろ命を拾いました。神戸大学病院は非常にいい医療体制をもって対応してくれたので、死

ぬべきところを助けてもらいました。死んでしまうことによる政治的影響というのはかく

も大きいかと、小渕さんは本当に惜しい事をしました。 

 彼がその時に首脳会談をやろうと言ったら、金大中さんが「そうだ、その通りだ」と。
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ただ、中国は逃げ腰だったなのです。そんなことを急にやったりしたら、国内でどうやっ

て怒られるかわからないと、いろいろと条件を付けた。それでも小渕、金大中が熱心に言

うものだからやむを得ず付き合ったのです。結局、翌年からは定例化しましょうというこ

とになりました。今やこの北方の 3国が実はリードするというところまで来たのです。 

 1998 年、金大中さんが東アジアビジョングループというものを設立して、専門家、学者

を集め東アジア全体についてこれが望ましいという案を作ってもらおうではないか議論を

はじめ、2001 年にその報告書がまとまりました。そこでは東アジア自由貿易圏を作るべき

であるということと。東アジアサミット・首脳会談を東アジア全体で ASEAN＋3 というので

はなくてやりましょうということを結論として提案されたのです。 

 それを受けて一番熱心にやったのは中国でした。しかし当時、中国はアメリカとの関係

が非常にまずかったのです。ユーゴーの大使館をアメリカが爆撃したとか、誤爆だったと

かいって、中国はカンカンになって反米で荒れていたのです。そうした中、小渕首相は訪

中して、一時的な誤爆問題などで長期的な将来を左右するものではないととりなしました。

アメリカと話がやりにくいなら日本がやってやろうと言って、中国が WTO に加盟できる枠

組みを結び、その翌年の 1999 年、中国の WTO 加盟が実現することになったのです。これは

小渕さんの中国に対するたいへんな友情のおかげなのです。中国はその WTO 加盟で、彼ら

食客 3000 人といって、中国社会科学院だとか何とか今はそういうかたちを取っているかも

しれませんが、政治の周りに 3000 人の有識者を囲うという伝統があります。そういう人を

動員して WTO 加盟に対して猛然と研究し、前向きに行こうという判断をしていき、小渕さ

んの協力もあってなったわけです。 

 そのパワーをそのあとすぐに ASEAN に向けていきました。中国―ASEAN の自由貿易協定

を作るというほうへ振り向けて来たのです。大変な勢いです。あっという間に日本がこれ

まで散々お世話をして支えて来たことをかすませるような勢いで ASEAN 諸国と中国との自

由貿易圏を提案していきました。中国の猛然とした経済攻勢があまりにも勢いよくて日本

がかすんでしまうので、小泉首相が東南アジアを訪問して 2003 年に東アジア共同体の提案

を行ったのです。少しは中和するようなことをしましたが、中国の勢いは断然上回ってい

るのです。 

 あまり関係ないと思われるかもしれませんが、2003 年、アメリカはイラクとの戦争を始

めました。それに対してヨーロッパ 3国のフランス、ドイツ、ロシアが反対して、国連決

議ができなくなったのです。国連が「ノー」と言ったのに、イラクが大量破壊兵器を持っ
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ていて、それを使いかねないということで、アメリカはイギリスとスペインとともに、イ

ラク戦争を開始したのです。当時、世界中でそれに対する反対デモが起こったりしました。 

 仏独露と同様に中国もアメリカの覇権、一方的な軍事力の行使というのはいかがかと思

っていたと思うのですが、中国は、仏独露と一緒になって国連で反対するということはせ

ず、聡明にも沈黙をもってやり過ごすのです。ソーッとして関わらない。なぜそうしたの

か。ちょうどその時、胡錦濤政権成立直後であって、その対応の準備に時間がなかったな

どという論評もありましたがそうとは思えません。中国的なリアルポリティックからいけ

ば、アメリカのパワーが北朝鮮ではなくてイラクへいくのは悪いことではない。そこでで

きるだけご苦労していただいたらいい。北朝鮮に乗りこまれて、中朝国境までアメリカ軍

が支配するという朝鮮戦争の二の舞だけは勘弁してもらいたい。それを避けるためには、

アメリカが中東にのめり込むというのは必ずしも悪くないというのが沈黙をもってやり過

ごした理由だと思うのです。 

 当然のことながら、アメリカは中東に力を注ぎますので、その結果、北朝鮮のやっかい

な問題にあまり対処できなくなったのです。そこでアメリカは中国に対して、「北朝鮮を何

とかしろと。北朝鮮は核を持ち、ミサイルを持って暴れ回るというふうなことをしないよ

うに中国は一肌脱げ」というふうに言ったら、「わかりました。努力します」というので、

中国が北朝鮮を説得して六者協議を行うに至ったのです。 

 六者協議を中国が主催することによって何が起こったのか。大変化が起きたのです。東

アジアの国際関係の中心国として中国が現れたのです。ついちょっと前の小渕・橋本の時

代まで、日本がアジア太平洋の国際関係を支配していたとは言いませんが、コーディネー

ターを務めていたのです。小渕さんや橋本さんが駆け回っていろいろと調整して流れを作

ってきたのです。ところが、あっという間に中国が六者協議の議長として、東アジア国際

関係の中心的存在に代わりました。 

 中国は経済的攻勢を ASEAN に掛けただけではなく、政治的攻勢も掛けることになります。

そのとき日本では、強力な小泉首相でした。小泉首相のリーダーシップはたいしたもので、

私も親しくしていましたし、私を防大校長に任命したのは彼でした。彼のことは評価して

いますけれども、彼が靖国参拝という問題にこだわって、それを続けることによって中国、

韓国とお付き合いできなくなったということは大きな国益の損失だと思います。 中国は、

いま言ったように六者協議を主催することによって、アジアの中心国に躍り出たのです。

その時、日本は靖国問題にこだわることによって自らを周辺化するという国益の損失を招
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いていたのでした。いろいろと評価できる小泉の内政外交ですが、そこはよろしくないと

本人にも申し上げて、前向きに靖国カードを使ったらどうかというようなことをみんなの

いる前で直言したこともありました。いやな思いをされたかなと思っていたら、防大校長

の人選にあたって、「五百旗頭先生でないとだめだ、ほかではだめだ」というふうにおっし

ゃったというのですから、小泉さんはかなり変わった人です。普通、権力者というのは全

体的に仲良くしているけれども、ある問題について楯突くというと怒るものなのです。そ

の挙句の果てにどうなるかというと、ヘンリー8 世とトーマスモア、秀吉と利休になるの

がおちです。そうなって不思議でないところを、私をそういうふうに非常に可愛がってく

ださる変わった政治家でありました。 

 中国の軍事的台頭とアジア、これが現代の中心的な問題です。日本の高度成長は 1955

年から 1973 年の石油危機までの 18 年間続きましたが、中国は鄧小平以後 30 年間続けてい

るのです。それは世界の市場経済の中で成功していることを意味しています。言い換えれ

ば、中国は世界の相互依存を必要とする、世界との協調がなければ経済的繁栄は持続でき

ません。ですから、いい友人として振る舞わなければいけないのです。 

 たしかに、そういうところはあります。相互依存モデルで生きる中国。中国自身、「平和

的台頭」であるということを指導者やなんかが言います。それは一面うそではない。しか

し、他方で中国というのは戦後日本と全然違って、銃口から革命を成功させ、いまの新中

国を作った。日本と戦うことによって新中国の勝利を得たのです。軍事力は悪いものでは

ないのです。戦後日本は、軍事力は悪いものなのです。だけれども、中国では経済力と軍

事力がパワーの両輪、富国強兵の時代を生きているのです。戦前の日本と似ているのです。 

 したがって、軍事的手段を必要ならば国益のために使うべきだ。1992 年、領海法を作っ

て尖閣諸島はわが領土である。南シナ海の諸島もわが領土であるというのを国内法で作っ

て、その支配を正当化しているのです。ですから、機会があったら必ずやりますというふ

うに国内的に誓っているわけです。これをさせないようにするというのは大変な努力がい

るところです。 

 2008 年、北京オリンピックに成功し、中国の存在感がますます高くなっています。そこ

へアメリカがリーマンショックで沈むことになって、これからは中国の時代だと言われま

した。リーマンショック後の世界不況は、中国の内需でずいぶん支えられました。これに

よって、中国は世界経済にも貢献して存在感を高めたわけです。そうして翌年の 2009 年は

中国の自信、自負は頂点に達したと思います。 
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 この 2009 年といえば、日本では長期にわたる自民党政権が崩壊して日本史上もっとも愚

かな首相である鳩山さんが総理になって、愚行の限りを尽くしました。日本は政変でおか

しくなる。中国は GDP と軍事力の双方において、2010 年には日本を抜くことが確実となっ

て、もう昇竜の勢いです。そういう中で、中国の国内には強硬論が高まってまいります。 

 中国では、中華的ナショナリズム的に言うと、なぜ世界に右顧左眄（うこさべん）して

いるのか、我々は強いのだ。わが道をドーンと行けばいいのだ。文句を言うやつなど蹴散

らして行けるのだと言わんばかりの本がベストセラーになっているのです。軍のリーダー

の中には、沖縄までの線を第一列島線。そこまでが中国の内海である。その内側は核心的

利益である。南シナ海もそうだ。東京から小笠原諸島、マリアナ諸島、グアムへつなぐ線

が第二列島線。ここまでは我々の進出目標であるとまで言っているのです。 

 アメリカとの間で太平洋を二分しましょう。G2 で分け合いましょうということを中国の

軍の高官がワシントンで口走ったりする。核心的利益というのは、譲れない重要な国益と

して台湾、チベットと共に、南シナ海、尖閣列島も含めるという議論が出て来る。 

 30 年前に改革開放を始めて、経済建設を始めた鄧小平さんが、「韜光養晦（とうこうよ

うかい）」ということをおっしゃっていました。最初と最後の言葉で「韜晦」という言葉が

あります。本当はすごく力があるのに、とぼけて柔らかくしている。「韜晦を決め込む」と

いうふうな言葉があります。 

鄧小平さんの時代、尖閣列島に 300 隻の漁船がやって来てもめるということがありまし

た。しかし鄧小平さんはそれを止めました。将来の子孫の世代に任せよう、彼らのほうが

賢いかもしれない。我々は「韜光養晦」であると。どういうことかというと、能ある鷹は

爪を隠す、本当に強くなるまで牙を見せるな、爪を見せるな。柔らかく行けというのが「韜

光養晦」なのです。 

 鄧小平さんのその教えのもとで、30 年間中国は経済力を強化し、そして冷戦終結、湾岸

戦争の時以来 20 年以上掛けて、軍事力を毎年 10％以上増やして 18 倍の軍事予算にいまや

上昇しました。経済力も軍事力もここまで強くなって、日本を追い抜いてアジアではもう

誰も寄せ付けない立場になりました。だから鄧小平さんのおっしゃった本当に力をつける

まで牙や爪を見せるなというのはもう終わりではないか。我々は牙と爪を持っている。ガ

ーンと行っていい時期を迎えているのではないかという議論が強まったのです。 

 その議論があまりにもかしましいので、2009 年 7 月に大使を集めた集まりで、胡錦濤主

席が言及されて裁定されたのです。「韜光養晦」という鄧小平さんの教えはこれからも堅持



 23

するというのが第一主文です。しかし、我々のやるべきことは、より積極的にやるように

という第二主文がありました。要するに両論併記なのです。強硬派の人は第二テーゼを受

けて「おお、やっぱりやったらいいのだ」と言って弾む。 

 そういう中で 2010 年秋、尖閣列島で漁船がぶつかって来た事件が発生しました。もちろ

ん胡錦濤政権の政府がやらせたものではありません。軍ではないかと疑って、日本の海上

自衛隊もその線でずいぶんアプローチしたのですが違う。軍にとっても驚きだったようで

す。漁政とか何かという漁業を管轄しているようなところ、その後ろには国内治安を担当

する部署がありますが、その警察を中心とした治安費というのは軍事力に劣らないぐらい

掛けているのです。 

 尖閣事案に対してどこまで当局のレベルが関わっていたかわかりませんが、あの激しい

反応に対して世界的な反発はすごかったのです。実は、日本は得したのです。米国の対処

にあるように、クリントン国務長官が、尖閣諸島は日米安保の管轄下にあると明言したの

です。これが日本の言ってほしかったことなのです。 

 アメリカは沖縄施政権を持っている時にあそこを押さえていました。日本に返すちょう

どそのころに海洋国際調査があって資源があるというのがわかった途端に、中国、台湾が

あれは前からうちの物だったと言い出したわけです。それに対して、日本はアメリカが自

分で沖縄施政権を持っていた時には何か軍事演習にも使ったりしていたのに、日本に返し

た途端に私たちは領土問題に中立だなどというクリントン時代のクリストファ国務長官の

発言などがあって、モンデール大使もそういうことを言うと、「何てことだ」というので我々

はアメリカ人によく文句を言うのです。ブッシュ政権のアーミテージ国務副長官は、日米

安保の管轄下にあるということを明言したのです。ところが両方言うのです。このたびの

尖閣の事案で中国のどぎつさというのを見たあと、アメリカのクリントン国務長官ははっ

きりと「日米安保の下にある」。言い換えたら、中国が力づくで尖閣諸島を奪うならばアメ

リカをも敵にすると、日米安保を発動すると言っているわけです。 

 これは非常に大きなことです。大事なことは、そしたらアメリカさん戦ってよ、我々は

平和主義だから何もしないけどと、これをやるとアメリカは全然協力しないのです。当事

者の問題であるというのが一方であります。日本がきちんと南西諸島の専守防衛でいいか

ら、防衛をしっかりとやるという体制を取れば協力してくれる。マッチンググラントなら

しますと。アメリカの場合はマッチングしてくれれば非常に大きいですから、そういう意

味で中国は愚行によって大損害を被ったのでした。 
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 南シナ海も同様です。胡錦濤の両論併記で多くの国と一悶着を起こすことになる。胡錦

濤は両論併記のことを 2009 年 7 月に言いましたが、これではいけないというので、2011

年 1 月に東日本大震災の少し前でもうご記憶でないと思いますが、訪米いたします。その

時期になると、中国内の強硬論は全部沈黙いたします。 

 私も 2月に中国から招かれて、彼らの知的リーダーと話をしましたが、二つのことを言

いました。去年の謝りは繰り返さないというのが中国の決意である。もう一つ、平和的発

展は中国普遍の方針である。そういうふうに二つのことを強調されました。アメリカは日

本に対して尖閣問題で発言しただけではなくて、南シナ海の島をめぐって苦しんでいるフ

ィリピン、ベトナム、シンガポールなどと軍事共同演習をする。これを見れば、ほとんど

対中包囲網をアメリカがオーガナイズしているように見えます。外交的にそれをやってい

ます。あるいは、メッセージとしてそれをしっかりやっております。 

 これは中国が巨大化して、勢いにのってミュンヘンの宥和のように周辺国が甘い顔をし

て、事を荒立てると怖いからと言って筋の通らないことまで、伸び盛りの国に認めたら大

変なばねを作って、もう収拾がつかなくなるのです。ですから、航海の自由、国際法があ

ります。共同で使うべき空間というのはグローバル・コモンというものを大事にしなけれ

ばいけませんということは、アメリカがしっかり言って、それを侵されそうな国にそうや

って一緒しましょうという姿勢を示している。 

 そういう意味では、中国封じ込めのように見えますが、他方でアメリカは「中国は責任

ある大国としていくのですね」というふうに励まし続けている。けんか腰にはならないの

です。このへんがなかなか味なところで、日本の国益も同じです。中国が尖閣をチャンス

と見て奪い取るということを許してはいけません。 

 しっかりと南西諸島に、いま那覇のある沖縄本島から先 500km は防備がないのです。宮

古にレーダーサイトがあるだけです。これではいけません。ようやく与那国島、台湾に一

番近い小さな島に小部隊を置くことになったのですけれども、これでは何かの時の守りに

はなりません。石垣島あたりに拠点を作って、すぐに尖閣のほうに対応できるようにする

帯を作る必要があります。それは専守防衛の仕事ですから、しっかりやっておかなければ

いけません。それをやった上で、変な事態に対処できないということにならないようにし

なければなりません。 

 東南アジア各国を訪ねて感じたことしては、中国に従う大陸系のラオス、カンボジア、

タイという国々がある一方、ベトナムのように先ほど言いましたように約 1000 年間中国の
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支配を受けた後、もう絶対に中国の支配は受けないという強い決意を持っている国もある

のです。士官学校を訪ねて驚きました。2 段ベッドがあって、板の上にゴザが 1 枚敷いて

あるのです。「毛布や枕は、夜寝る時にどこかから持って来るのですか」と聞いたら、「い

え、このまま寝るのです」と言うのです。「痛いでしょう」と言ったら「いやいや、戦場に

比べれば御殿みたいなものです」と言うのです。彼らはまだ戦場にある気分。アメリカは

追い返した、フランスを追い返した、中国を何度も跳ね返した。それを忘れないと。 

 私は防大の校長として東南アジアで自慢するのは、防大は 300 人のシビリアンの教授陣

がいて学会レベルの人をそろえているので、世界の士官学校の中で知的レベルが高いとい

うことです。だから東南アジアから 100 名もの留学生が来ているのです。みんなそのこと

をわかっているのです。それに加えて、入校の時、東南アジアから来られた人を含めて 3

分の 1 の人が満足に泳げないのですが、3 ヵ月後の 7 月には、遠泳競技 8km を泳がせる。

全員が 8km を完泳するように指導しているのです。「へー、それは海上要員のことですか」

「いやいや、陸海空すべてです。おたくから来た人もみんなそうです」「そして、2年生の

冬には妙高高原に行って 1週間の合宿で全員がスキーを操れるようにしているのです。き

わめつけが 4年生の最後には北海道の原野で 101km 行軍というのをやって仕上げをするの

です。これは 3日 3晩掛けての行軍できついけれども、みんなよく頑張って自信を持つん

ですよ」と言ったら「ああ、防大はアカデミックスが優れていると聞いたけれども、そん

なに体力、ガッツもすごいんですか」と言って、みんな改めて評価してくれるのです。 

 ベトナムの陸軍士官学校へ行った時に、同じような気分でそう自慢をしましたところ「あ

あ、そうですか、101ｋｍね。我々は 300km やっています」というのです。(笑)そして、戦

場にあるように、あの板の上で寝ているのです。これはやはり彼らは本気だと。中国でど

んなことがあっても屈服しないという独自路線を持っています。 

 そういうベトナムだけが例外で、タイですら中国になびいていると思われたのが、ミャ

ンマーが最近のようになって来て、ベトナムほど派手に中国に対抗しないですが、やはり

独自路線を歴史的に追求しているのです。ベトナム、ミャンマーの両側がそういうふうに

自立している。そうなってきて、アメリカがこういうふうに南シナ海をめぐってスポンサ

ーをし始めたら、タイの姿勢が変わってきたのです。 

 タイは、バンブー・ディプロマシーというのですけれども、非常に国際情勢を敏感に見

て、その中での妥当な位置を取るのです。東南アジア諸国は、超大国がありません。中小

の国、インドネシアなんかは大きいですけれども、みんな自分の背の丈に合った外交方針
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とか生き方を模索しているのです。個性がそれぞれありますけれども、いまのように中国

が大きく出ている中、中国一辺倒では困るのです。 

 我々が行きますと、私はもちろん防大校長で、長い間お付き合いありがとうと言うとと

もに、東日本大震災の復興構想会議の議長ですから、「お国が大変な支援をして下さったこ

とにお礼を申し上げます」と言ったら、彼らの答えは判で押したように「いえいえ、これ

まで日本には ODA やその他で本当にお世話になりました。そのことから考えたら、このた

びの支援や義援金などはほんのおしるしでしかありません」と皆さんおっしゃるのです。 

 そして、中国との関係が深いことを聞いてみると、もちろんそうした関係は大事にしな

ければいけない。だけれども、日本との関係はこれも大事にしていくつもりだという姿勢

を取っています。そういう意味で子供ではないです。わが道を独善的に行くというベトナ

ムはすごいのですけれども、それぞれ自分の国の伝統や歴史、そして国柄に合ったところ

で中国との関係はもう避けられないものとしているのです。 

 ものすごく中国には馬力があります。東ティモールにも行きましたけれども、東ティモ

ールの国防省の建物を中国がドーンとプレゼントしてくれているのです。でも、親日感情

は非常に強くて、北原大使というのがグスマン首相を防大にまで連れて来て、留学生の新

しい枠として東ティモールから今 6 名来てくれているのです。グスマン首相は中国からの

支援でできたビルの落成式の挨拶でいつも言うことがあると、大使が教えてくれました。 

「中国の格別のご配慮、ご厚意でこのようなものができた。しかし、皆さん誤解してはい

けません。だからと言って中国は我々を支配しようとか、これを理由にして思い通りにし

ようとか、そういうさもしい根性を持った国ではない、立派な大国だということを、皆さ

んよく認識して下さい」と、中国の代表がいる前で言うのです。そうやって中国をけん制

しているのです。「我々は我々なりに、貧しいけれども自立した国としてやっていくよ。あ

りがとう。ありがとうだけれども、支配はどこからも受けないよ」。というふうなのが東南

アジアのしなやかさ、したたかさだと思うのです。 

 そういう中で、皆さんが関与を深めて、この東南アジアの安全保障をも支えてくださる

ものと思います。どうも長くなりました。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。せっかくの機会ではございますが、お時間もございま

せんので、五百旗頭様にご質問がございます方は後日、財団を通じてご連絡を賜りますよ

うお願い申し上げます。以上で第 2 部は終了でございます。最後に、五百旗頭様に今一度

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。（拍手） 


