
 

 

 

 

日本記者クラブ 

記者会見 

アジア太平洋の安全保障と日英協力 
 

マイケル・クラーク 英国王立防衛安全保障研究所（ＲＵＳＩ）所長 
２０１２年１０月２３日 

 

 世界の政治、経済、安全保障の重心がアジアにシフトし、中国の台頭に世界の

関心が集中する中で「ユーラシア大陸の両端でアメリカと同盟を結ぶ日本と英国

がもっと戦略的協力関係を深めることが大切だ」と繰り返し強調した。世界最古

の軍事・安全保障シンクタンクとして知られるＲＵＳＩがアジア太平洋を統括す

るアジア本部を日本に開設したのも、そうした理由からだという。日本の安全保

障の基軸は日米同盟だが、これに英国の豊かな経験やノウハウを加味すれば、さ

らに強力だ。尖閣諸島をめぐる日中対立に関して「中国の挑発に乗らず、長期的

に外交で勝利できる力が日本にある」と評価し、日米同盟については「同盟に伴

う対価を政府が勇気をもって国民にきちんと説明すべき」と助言した。いずれも

日本の責務を果たす上で有益といえる。米英日の協力をさらに深め、互いに重層

的な戦略的連携ネットワークを世界に展開することで、日本の平和と安全を一層

確かなものにできるのではないか。 

 

 

 司会：高畑昭男 日本記者クラブ企画委員 

 産経新聞特別記者・論説副委員長兼編集委員 

 通訳：池田薫、吉國ゆり（サイマル・インターナショナル） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=qBhQzId9cSQ&feature=plcp 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qBhQzId9cSQ&feature=plcp
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司会：高畑昭男・企画委員（産経新聞特別記者・

論説副委員長兼編集委員） 皆様、日本記者クラ

ブへようこそおいでくださいました。 

本日は、世界で最も古い歴史と権威のある外交

安全保障シンクタンクとして知られるイギリス

の王立防衛安全保障研究所（Royal United 

Services Institute for Defence and Security 

Studies）、略称でＲＵＳＩ（ルーシー）と呼ば

せていただきます。このＲＵＳＩから 5人のゲス

トにおいでいただきました。後ほど詳しい説明も

あるかと存じますが、ＲＵＳＩは創設以来、こと

しで 181 年を迎え、古くは大英帝国の外交安全保

障を縁の下から支えてきただけでなく、現在にお

いても、その豊かな経験、知識、ノウハウを活用

して、イギリス本国の外交安全保障政策はもちろ

んのこと、同盟国であるアメリカの外交政策など

にも多大な貢献と影響を与える存在として、専門

家の間では非常によく知られているそうであり

ます。 

そのＲＵＳＩがことし初め、いよいよアジアに

進出を果たし、東京にアジア本部を開設しました。

その大きな理由は、皆様もご想像されるとおり、

世界の政治経済、安全保障の中心が大きくヨーロ

ッパからアジア太平洋に移ってきていることと

無関係ではございません。とりわけ、最近の尖閣

諸島をめぐる日中間の対立のように、中国の海洋

進出などが著しく、日米同盟や東南アジア諸国、

インド、オーストラリアなどにとって、さらには

国際社会全体にとって、中国とどう向き合うかが

大きな課題となっております。 

そうした中で、日本や東アジアの平和と安全を

図るためには、アメリカとの同盟関係に頼るだけ

ではなく、自由や民主主義といった価値を共有す

るヨーロッパの国々、中でもイギリスとの協力関

係を拡大し、重層的な連携と協力のネットワーク

を広げていくことが重要かと存じます。 

特に、イギリスはかつて日英同盟を結んでいた

古きよき同盟国であるだけでなく、アメリカとの

特別な関係、あるいは欧州連合を通じたヨーロッ

パ諸国との関係、さらにはイギリス連邦とのつな

がりといった、複数かつ重層的な協力関係をグロ

ーバルに展開しております。こうした点でも、日

本にとって極めて学ぶべきところが多いのでは

ないかと感じております。 

本日は、そうした観点から、アジア本部のご紹

介とともに、東アジアの安全保障にとって、日本

と欧州との協力関係には、どんな展開が可能かと

いった問題を広く議論していただきたいという

のが基本的な趣旨でございます。 

それでは、簡単にゲストの方々をご紹介いたし

ます。ＲＵＳＩの所長でありますマイケル・クラ

ーク先生。安全保障研究の第一人者としてロンド

ン大学の教授を長く務められ、2007 年に所長に

就任されました。180 年を超すＲＵＳＩの歴史の

中でも、軍の出身でなく、民間から所長になられ

たのは初めてだそうです。イギリスの王立国際問

題研究所、アメリカのブルッキングス研究所でも

フェローを兼任しておられます。本日は、そうし

たグローバルな観点から、日英協力のあり方など

について、貴重なヒントをいただけるのではない

かと期待しております。 

続きまして、そのお隣、シニア・アソシエイト・

フェローをＲＵＳＩで務められるサー・ジョン・

スカーレットさん。サー・ジョンは 40 年近くを

イギリス情報機関で過ごされ、とりわけ冷戦時代

にはイギリス秘密情報局、通称「ＭＩ6」の職員

として、モスクワやパリで過ごされました。ＭＩ

6 といいますと、映画の「007」シリーズで日本

人にはおなじみでございますけれども、架空のジ

ェームズ・ボンドとは異なりまして、サー・ジョ

ンは実在の隠れたヒーローであります。そうした

活動を経て、2004 年から 2009 年まで、ＭＩ6 の

長官を務められた後、ＲＵＳＩに着任されました。 

なお、サー・ジョンは、情報機関で過ごされた

間のご経験に関しては、守秘義務がいろいろござ

いますので、後ほどご質問を受けても、お答えは

できませんので、あらかじめご了解を願います。 

次に、ＲＵＳＩで国際安全保障部長を務めるジ

ョナサン・エヤル博士をご紹介します。エヤル博

士は東欧情勢、特に欧州とロシアの関係について

は、欧州随一の専門家でございます。例えば、ソ

連やロシアの冷戦時代の行動と、現代における中

国の行動などについて、比べていただけるなど、

興味深い分析を伺えれば幸いと存じます。 

続きまして、アジア研究グループリーダーのア

レキサンダー・ニールさん。ＲＵＳＩにおいてア

ジア研究を統括され、中国語も理解され、情報活

動の実務経験も深いというだけでなくて、アメリ

カ国防総省のアナリストも務められたそうです。

イギリスとアメリカの安全保障協力の奥の深さ

を改めて感じさせる専門家といえましょう。 

最後に、本日のゲストで唯一の日本人でありま

すけれども、アジア本部長の秋元千明さんです。

秋元さんは、当クラブ員にはすでにジャーナリス

ト仲間としておなじみですけれども、30 年以上

にわたってＮＨＫの国際記者、解説委員として、
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冷戦の崩壊から湾岸戦争、ユーゴスラビア紛争、

北朝鮮の核問題など、さまざまな軍事安全保障問

題の専門解説記者としてテレビでもご活躍され

てきました。戦争や紛争というと秋元さん、逆に

秋元さんがテレビに登場するときは、きっとどこ

かで戦争や騒乱が起きている、と言っても過言で

はないかもしれません。すでに 90 年代からＲＵ

ＳＩにおいて客員研究員を務められていたこと

もありまして、このほどＮＨＫを退職され、アジ

ア本部の開設を経て、初代所長となられました。 

さて、前置きとご紹介が長くなってしまいまし

たけれども、これからゲストの方々に、順次お話

をいただき、残りの時間を皆様からの質疑応答に

充てたいと存じます。申し遅れましたが、司会進

行役の私は、当クラブ企画委員の一人で産経新聞

の高畑と申します。 

同時通訳はサイマル・インターナショナルの池

田薫さんと吉國ゆりさんのお二人にお願いして

おります。 

それでは、クラーク先生からお話を始めていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

マイケル・クラーク所長 すばらしいご紹介を

いただいて、ありがとうございました。また、日

本記者クラブの皆様方にも、今回のアジア本部開

設記念会見を主催していただいて大変ありがと

うございます。今回、ＲＵＳＩ日本事務所を開く

ことができ、とてもうれしく思っておりますし、

そのお祝いを皆様方と記者クラブでできること

はとてもうれしいです。現役のジャーナリストの

方、また元ジャーナリストの方、そして日本記者

クラブのほうから高畑さん、世論形成を担ってお

られる方とご一緒できて、とても光栄です。本当

にありがとうございます。 

さて、なぜ日本事務所を構えることになったの

かということですけれども、ある意味で昨年、

2011 年 12 月、わが国の軍のトップである国防参

謀総長がＲＵＳＩの年次講演でスピーチしたこ

とにさかのぼります。そのときに、今後のイギリ

スの国防について考えていることを話し、2点強

調していたのです。 

健全な経済なしに安全なし 

今後、安全保障は経済主導になるというのが第

1点。そして、経済的な健全性というものが今後

は国家安全保障の中核を担うのだということを

指摘したのです。もちろん、戦力構造ですとか、

空母ですとか、またどんなタイプの航空機がいい

のか、兵力を何千人にするのかといったようなこ

とは各論でございまして、全体として欠かせない

のは「経済的な健全性を保つ、これがあってこそ

のものだ」と指摘した。これをメインにいまイギ

リスは防衛について考えているわけです。 

第 2点は、より根本的な課題として、アメリカ

がアジア太平洋に軸足を移すことの影響につい

てイギリスも真剣に考える必要があるというこ

とです。アメリカは安全保障上の関与をリバラン

ス（再調整）し、より多くの集中力をアジアの政

治に注ぐという。イギリスも今後これに対応しな

くてはいけないということです。 

この 2つを受けて、日本とイギリス両政府は 4

月 10日に「戦略的パートナーシップ」を締結し、

6月 3日に「防衛協力協定」を結びました。両国

は戦略的にいろいろなことを考えることとなっ

たわけです。そして「日本・イギリス防衛協力覚

書」に基づいて、我々ＲＵＳＩと日本の防衛研究

所とが直接提携することになりました。共通の安

全保障上の問題について、ロンドンと東京の間で

対話と協議を進めましょうということになりま

した。 

これらすべての土台になっているのは、ことし

1 月、アメリカが新たな国防戦略指針を公表し、

日本も防衛白書を出したということです。我々に

もよいきっかけになると。改めて国防・安全保障

について東京とロンドンの間で見直すべきだ、じ

っくりと考え直すべきだと思ったわけです。 

日英の共通点は多い 

というのは、日本とイギリスは特別な意味で似

ている面が多いのです。それは、アメリカと特別

な同盟関係を互いに持っており、アメリカの安保

政策の進化に適応していかなければならないと

いうことです。わが国も日本も巨大なユーラシア

大陸の両端に位置し、ともにアメリカの重要な同

盟国です。さらに、日英両国ともに海洋国家とし

ての伝統があり、貿易立国でもあります。そこに

互いの膨大な利害がかかっている。21 世紀のグ

ローバル化した世界で、しっかりやっていかなく

てはいけないというのが双方の利害なのです。こ

れらが両国の中心的な共通点といえます。 

さらに付言したいのは、イギリスからみてこの

10 年間に極めて痛感させられたことは、ヨーロ

ッパ全体に我々のパートナー諸国が、東アジアの

政治情勢について明確な戦略的ビジョンを持っ

ていなかったということです。西欧の東アジア観

は常に経済中心でみてきたということです。 
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中国についても、どちらかというと経済力の観

点からしかみてこなかった。中国がいずれ 2020

年、2025 年に経済力でアメリカを抜くだろうと

か、世界最大の工業生産国になるだろうといった

ことばかり語っていた。その中で、イギリスは当

初から戦略的観点と安全保障の重要性から北東

アジアをみてきた数少ない国の 1つです。 

そして、ヨーロッパとアジアを並べてみると対

照的で興味深いことがあります。日本は東アジア

外交で軍事などのハードパワーを行使する世界

に巻き込まれて苦労することがますます明白に

なりつつあります。つまり、軍事力を通じて政策

を反映するといいますか、ハードパワーの世界に

ますます引き込まれるようになっているという

ことです。 

これに対して、ヨーロッパではどちらかという

と、もっとソフトパワーの世界へ移行する傾向が

強いということです。軍事力を恣意的に使うので

はなく、また軍事に投資を集中するのではなく、

ソフトパワーを重視するということです。その違

いを過大に強調すべきではありませんが、一般論

としていえば、イギリスは別として、欧州とアジ

アとの間には、国際政治における正統な力の行使

としてソフトパワーとハードパワーをめぐる意

見の違いがあるようです。欧州ではソフトパワー

が重視され、東アジアではハードパワーが重視さ

れているように思います。 

そして、そのことが日本でホットな話題となっ

ているのではないでしょうか。日本は長い間、先

駆けてソフトパワーの行使を重視する国家とな

ってきたわけですが、今や環境の変化によって、

否応なしにますますハードパワーを選択する世

界に引きずり込まれているように、我々の目には

映るわけです。 

世界動かす三つの車輪 

ロンドンの視点からもう 1つ申しあげれば、今

の国際関係では、3つの巨大な車輪が存在し、そ

のうち 2 つが迅速に回り始めているように感じ

ます。 

1つは欧州自身の車輪です。ヨーロッパの経済

危機が政治問題化しているのです。これは 2008

年に金融危機という形で起きたが、2011 年に至

って危機は政治問題化してしまい、一般の市民に

影響を及ぼすようになった。そしてその危機が広

がっている。南欧で統治の問題としてギリシャ、

スペイン、そして多分ポルトガルにも広がってい

る。しかもそれがどこまで広がるかもわからない

のです。 

地中海は今やハッピーな場所ではありません。

我々はもしかすると、欧州が政治的に北と南に分

断されてしまう可能性を考えなくてはいけない。

ヨーロッパが 20年前、30年前と比べてはるかに

安全でない場所になってしまうかもしれないと

いう恐れがあります。 

イギリスでは、欧州大陸というのは政治をめぐ

って多様な議論があっても、常に安定し、繁栄と

安心が続く土地だと考えていました。今やそうで

はなく、巨大な安定の車輪と思われていたものが、

少なくとも南欧では不安定の車輪となって大き

く動き始めてしまったのです。 

2番目の巨大な車輪は、いうまでもなく中東で

す。中東は我々に大きな影響を与え、過去 40年、

50 年、ずっと紛争が続いてきたのは事実です。

しかし、だからといって我々は「世界の戦略的バ

ランスを変更するようなものではない」と考えて

きました。確かに不快な紛争で、同じように極め

て不快なイラン・イラク戦争では 80 万人もの人

が亡くなりました。でも、その結果、何が変わっ

たでしょうか。戦略的には何も変わりませんでし

た。 

ところが現在、アラブの覚醒（アラブの春）が

起き、この車輪が大きく動き始めた。我々は今後、

これがさらに動き続けるだろうと評定していま

す。その結果、国際政治の構造や組成が大きく様

変わりする可能性があると思っています。 

欧州は 2つの大きな変化に直面しており、5年

前、8年前にはこんなことになるとは思いもより

ませんでした。しかし、いまや 2つの車輪が大き

く回り始めたのです。 

そして、3番目に、アジアの車輪を付け加えな

ければなりません。アジアでも、世界政治を動か

す車輪が回り始めたということです。悲しいこと

に、ヨーロッパでは一般にまだ事態を把握し切れ

ていません。関心が鈍いのです。というのは、ヨ

ーロッパで起き、中東で起きていることがあまり

に大きいために内観的になっていて、外向きの関

心を持ちにくい。 

だからこそ、我々はロンドン及びＲＵＳＩとし

て、世界の政治を見渡していく外向きの姿勢を堅

持しなければならないと思っています。 

アメリカは孤立主義国家ではありませんが、今

は自らの問題で手いっぱいということがありま

す。我々がワシントンのカウンターパートと話を

する際にも、中東にせよ、アジアにせよ、欧州に

せよ、やはりアメリカと結び付けて語らないと、
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話を聞いてもらえません。アメリカが別に孤立主

義の心理に陥っているわけではありませんが、現

在は自分のことで手いっぱいなのです。 

イギリスと日本は、伝統的に軍事・防衛協力を

重ねてまいりました。イラクにおいても、また海

洋でも、アフガニスタン支援のための海上給油支

援といったことでも協力し合ってきました。その

上に、我々が東京の日本側カウンターパートの

方々と話をすると、いつも自発的な形で「もっと

いろいろなことができる」というアイデアが出て

きます。「共通利害がこんなにありますね」とい

う話になるのです。 

ということで、話が長くなりましたが、ＲＵＳ

Ｉの日本事務所を東京に開設することになりま

した。我々の友人である秋元さんが日本所長を務

めることを快諾してくれて、ロンドンとのリエゾ

ン（連絡調整役）や所長として活躍していただけ

ることになりました。東京を拠点に、我々のスポ

ークスパーソンとしてロンドンのことを日本で

発表してもらうとともに、オンラインでプラット

ホームを作って日本語でも情報を発信してまい

ります。そうした窓口を通じて、共通する戦略的

思考などを分かち合っていきたいと思っていま

す。戦略的問題、情報協力、海洋での協力、そし

て共通の姿勢というか、アメリカとの関係という

共通点についても、いろいろと協議し、情報交換

できると期待しております。 

ぜひマスコミの方々にも、我々が発信していく

ことに興味を持っていただき、必要であれば容赦

なく厳しい質問もして下さい。当面は 2年から 3

年間かけて、オープンにやっていきます。 

我々は政府対政府の考え方も反映いたします

が、別に政府に責任を負っているわけではありま

せん。政府とは全く独立した立場で研究、評価を

行うわけですから、時によっては政府を批判する

ことももちろんあるでしょう。そもそも、それが

独立機関のいいところだと思います。 

実際に、イギリスの国防省から私によく電話が

かかってきて「ＲＵＳＩがこんなことを言ってけ

しからん」ということがあります。そういう場合

には「我々は独立機関だから、言いたいことを言

う。それが我々の存在価値だ」と答えます。「き

ょうは怒っているかもしれないけれど、来週には

我々が存続していることを喜ばれると思います

よ」と。 

それでは、秋元さんに引き継いで日本事務所を

銀座に開設することについて説明してもらいま

しょう。 

 

秋元千明（アジア本部所長） 本日は、ご出席

いただきまして大変ありがとうございます。 

私、長い間、そちら側に座って仕事をしていた

ものですから、こういうところに座ってお話しす

るのは大変違和感を感じるんですけれども。 

ＮＨＫの国際記者として、また解説員として

30 年以上にわたって在籍しておりましたけれど

も、ほとんど軍事、安全保障問題の取材及び研究

に時間を費やしました。そこで、自分の過去のさ

まざまな経験が、世界的に権威のあるシンクタン

クであるＲＵＳＩの活動に反映できれば、それは

私にとっても大変名誉なことでもありますし、日

本とイギリスのパイプ役を果たせるということ

でも非常にうれしい仕事であるというふうに自

負しています。 

日本で長く安全保障にかかわっていますと、1

つの問題に気づくのです。それは、日本の安全保

障専門家のほとんどが、アメリカの政治、アメリ

カ国防政策の専門家であって、グローバルな視野

から、例えばミリタリーヒストリー（軍事史）、

ジオポリティクス（地政学）とか、情報活動とか、

そうしたものに対して総合的な知見のある人、い

わゆる本当の意味での安全保障の専門家という

のは非常に少ないというのが現実なのです。 

これまでの日本の安全保障が日米同盟だけを

基盤としてきたということもあるわけですが、現

在の世界をみますと、日米同盟だけで本当にいい

のかというふうに考えざるを得ない面があるの

です。冷戦時代からこれまで、2つの大きな同盟

が存在してきました。1つは、太平洋をまたぐト

ランスパシフィックな日米同盟です。もう 1つは、

大西洋をまたぐトランスアトランティックな米

英同盟、アメリカとイギリスの同盟、ＮＡＴＯも

そうですね。 

日英で「トランスユーラシア同盟」を 

ところが、このユーラシア大陸の東西を結ぶ

「トランスユーラシアの同盟」というのはまだ存

在していないのです。それは何かといえば、恐ら

くヨーロッパと日本の同盟である。もっといえば

イギリスと日本の同盟である、というふうに思う

のです。このトランスユーラシアの同盟というも

のが存在すれは、世界はより安定したものになる

のではないかと思います。 

なぜならば、例えば世界の安全の不安要素とい

うのは、インドの周辺とか、イランとか、アフガ

ニスタンとか、中央アジアとか、中国もそうです
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ね。南シナ海もそうですが、みなユーラシア大陸

の南側で起きているのです。 

アメリカのブッシュ前政権が早くからこの点

に注目して「不安定の弧（arc of instability）」

という言葉を使いました。地政学の概念をこの地

域に適用してアメリカ軍を配置する、いわゆるア

メリカ軍の再編というものを行いました。 

オバマ政権が現在進めている同盟のネットワ

ークの構築、これも非常に似たような概念だと思

うのです。要するに日米同盟を基盤にしながら、

一方でオーストラリア、インド、東南アジア諸国、

南太平洋の国々、こうした国々に同盟の網を張り

めぐらせて、新たな安全保障の枠組みをつくり出

そうとしているわけです。 

その先に何がみえているのかというと、やはり

ユーラシアの反対側に存在するヨーロッパとの

同盟ということになるのだろうと思うのです。 

この戦略の背景には、中国を緩やかに包囲しよ

うという思惑があると思うのですが、中国もこう

いうことに対して非常に敏感に対応していまし

て、例えばインドを包囲する“真珠の首飾り戦略”

というものを実行したりする。インドの周辺国に

自分たちに近い国を増やして、その切り崩しを図

っているわけです。それから、アフリカ、中南米、

南太平洋の国々に膨大な規模の援助をする。ヨー

ロッパとはさまざまな機会を通じて交流を深め

て、最近では、日本ではほとんど報道されません

でしたが、リトアニアと中国の重慶の間に鉄道網

が完成しております。 

こうして世界を俯瞰してみますと、世界は大国

が覇権を争った 19 世紀とあまり変わらないとい

うことに気がつきます。ただ、かつての覇権争い

というのは武力で行われたと言えるのですが、現

代では例えばそれが平和維持活動であったり、多

額の経済援助であったり、破壊を伴わない手段が

使われているという点が違う。けれども、全体と

しては今の世界の構図というのは、かなり中世の

構図によく似てきていると思います。 

日本とイギリスとの間には、先ほど所長も指摘

しましたが、互いに島国であるとか、アメリカの

重要な戦略的パートナーであるとか、いろんな共

通点があるのです。それから、我々にとってイギ

リスという国から非常に学ぶべき点が多いと思

うのは、いろんな同盟関係を重層的かつマルチプ

ル（多角的）に使い分けるという点があります。

米英同盟、ＥＵ、ＮＡＴＯ、イギリス連邦、さま

ざまな同盟に所属し、これらを使い分けながら巧

みに外交を展開しているという面があるのです。 

日本の安全保障を考えると、イギリスは今後、

日本にとって、そういう意味で非常に重要なパー

トナーであり、また学ぶべき点のある国ではない

かなと思っています。 

したがいまして、私が責任を務めますＲＵＳＩ

-Japan は、日本とイギリスの新しい関係を構築

するために、日本とイギリスのパイプ役を今後積

極的に果たしていきたいと思っております。皆様

のご支援を心からお願いしたいと思っておりま

す。どうもありがとうございました。 

 

アレキサンダー・ニール（国際安全保障部アジ

ア研究グループリーダー） 私も改めて今回の会

見に参加できて光栄に思います。私のほうから、

中国についていくつかコメントを申しあげます。 

どんな政治的決定であれ、経済的決定であれ、

グローバルな規模で行われる決定について中国

のことを考えずに行うことはできない時代にな

りました。今回の日本事務所の開設はタイミング

として非常に重要です。中国の指導者層がこれほ

どつぶさに世界から注目されるのは、1989 年の

天安門事件、あるいは 97 年のイギリスから中国

へ香港返還以来のことといえます。 

ことし初めにも、中国にマスコミの大きな関心

が集中されました。薄熙来氏をめぐるスキャンダ

ルで、イギリス人が殺される事件が起きたからで

す。より新しいところでは、尖閣諸島をめぐる日

中対立が起き、ますます中国共産党とその軍事組

織である人民解放軍が注目されている。中国の指

導者交代が来月に迫り、その背景として指導者層

だけでなく安全保障関係の組織構造がどうなる

のかが注目されるわけです。 

最近、北京を訪問しましたが、ちょうど反日感

情が高まっていたときで、現地で非常にショック

を受けました。日本に対する辛らつさのレベルに

は本当に驚きました。北京の日本企業は全部閉鎖

を余儀なくされ、日本の北京大使館にも暴力的な

抗議デモがあったといいます。中国全土にわたっ

て反日抗議が起きたということで驚きました。 

中国は新たな空母も手に入れました。これは訓

練用で、国威発揚の 1つに過ぎないかもしれませ

んが、今後、10 年程度の間に国産空母を建造す

る意図もあることを我々は知っています。 

さらには軍人らの大きな誇りである戦略ミサ

イル部隊も近代化を進めている。潜水艦部隊も特

に南シナ海でどんどん能力を高めています。 

中国の戦略的意図こそ重要 
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日本やその他の多くの専門家の方々が中国の

軍事的能力について語っていますが、私がより重

要だと思うのは、人民解放軍指導層の意見を知る

ことです。つまり、装備の中身よりも戦略的意図

のほうがはるかに重要なのです。 

我々イギリスが果たせる役割も、ここにあると

思っています。中国の軍事的能力に注意をそらさ

れることなく、その背後にある戦略的意図をしっ

かりととらえるべきだと考えるのです。中国の経

済成長と成功が世界全体の景気回復を意味する

ことに疑いはありません。また日中、米中、そし

てＥＵと中国との経済的相互依存関係は世界景

気回復にとって絶対的に必要です。 

昨年末、ＲＵＳＩで講演したデービッド・リチ

ャーズ英国防参謀総長の発言を引用すれば「経済

回復がなければ、誰も装備近代化などできない」

ということです。 

それでは、アジア太平洋に関するヨーロッパの

利害はどうあるべきでしょうか。最近、イギリス

国防省は、2040 年の未来を見通して中国が世界

でどんな位置を占めているかを想定した戦略的

研究に着手しました。欧州は中国に関与すべきな

のか、関与を断ち切るべきなのか、それとも保険

（ヘッジング）を掛ける戦略をとるべきか、とい

うわけです。 

きょうお配りした発表文書でも触れています

が、日英関係はこの問題で重要な役割を果たせま

す。今後数カ月間を通じて、この問題をより深く

掘り下げ、お互いに考えていきたいと思っていま

す。アジア太平洋地域の脅威について語ると同時

に、世界の景気回復という課題にも目を向けたい

と存じます。ありがとうございました。 

 

ジョナサン・エヤル（国際安全保障部長） 私

が申しあげたかったことは、我々が協力できる機

会が無制限にあるということです。例えば、中国

についての見方が違うかもしれません。しかし、

違った見方をしていることこそ、我々の力の源に

なるのです。 

よくいわれるのは、中国という国があまりにも

巨大過ぎて、どの国もかすんでしまうと言われま

すが、必ずしも事実ではありません。例えば、Ｅ

Ｕとスイスの貿易量は、実はＥＵと中国との貿易

量よりも大きいのです。もちろんこの状況がずっ

と続くというわけではありませんが、事実は思っ

たほどではないこともあると申しあげたい。 

中国が怪物のように肥大化し、我々をつぶそう

としているかのように言われがちですが、現実を

バランスよく冷徹にみなくてはいけない。全ては

我々の行動次第でもある。これが第 1点です。 

第 2点は、我々が将来直面する問題が必ずしも

中国の成長や台頭という問題とは限りません。い

かに中国を管理していくべきかという問題にな

るかもしれない。中国は一方で軍事化を進めてい

ますが、他方で内面的に極めてもろく、脆弱で神

経質な国内問題を抱えています。 

中国の脆弱さも要注意 

我々はソ連に取り組む中で一定の経験を積ん

できました。常にうまく対処できたわけではあり

ませんが、経験は重ねてきた。軍事力も戦略的意

図もあり、民主主義国家ではない。だが、同時に

内部が極めて脆弱である国にいかに対処すべき

かを経験しています。実際にどう対処すべきかは、

皆さんと話したいと思います。 

現実に日本とイギリスは、この点でいろいろ協

力する余地があります。ここで大切なカギという

か原則は、直線的な推測や展望をうのみにしては

いけないということです。実際の歴史的経験に照

らしてみても、「現在がこうだから、未来はこう

なる」といった単線的、直線的な予測というもの

は誤っていることが多いのです。イギリスと日本

の間で今回は間違えずに正しい取り組みをして

いきたいと思っています。 

 

サー・ジョン・スカーレット（シニア・アソシ

エイト・フェロー） 既に必要なことは全部言わ

れ尽くしたように思いますので、私自身がつけ加

えることはほとんどありません。 

しかしながら、ＲＵＳＩと日本事務所の今後の

活動や日英関係全般に関して、私が専門にやって

きたこと、政府の仕事を引退して 3年間、戦略的

に世界を回って観察してきた中で感じた基本的

なことがいくつかあります。 

それは、この、15年、20年、30年の間に経済

の力が西からアジアへシフトしていることです。

中心が移ってきました。これは間違いなく歴史的

に重要なことです。100 年、250 年に一度ぐらい

の歴史上極めて重大なシフトが起きる。今回もそ

れが起きたということでしょう。 

それに伴って、さまざまな影響が起きます。経

済をいかに管理運営するか。外交をどうするか。

それには力の要素というもの、軍事力や外交力を

外して考えることはできません。 

例えば近代史においても、経済力があっても軍
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事力の展開につながらないこともあった。国民国

家を主たる単位として決定づけられてきたと思

いますが、私の同僚が既に申しあげたように、ヨ

ーロッパでもイギリスでも、我々にはなかなか事

実を正しく見通すことができない。外交力を支え

る軍事力がアジア全体でどう展開しつつあるの

かなど、我々の理解は限られています。 

また、アメリカと欧州と比べると、直視する姿

勢に大きな違いがあり、そのためにあえて考えた

くないということためらいがあったかもしれま

せん。ヨーロッパでも、またイギリス国内の一部

でも、軍事的問題を回避してアメリカに全てを任

せるような雰囲気がありました。 

しかし、それをいつまで続けることができるか

は問題です。アメリカ自身が昨今、あれもこれも

できる状態ではなくなり、自ら優先順位をつけて

選択せざるを得ない状況になっています。もちろ

ん、「ピボット」と呼ばれるアメリカのアジア太

平洋重視戦略のことです。 

こうしたことこそ、まさに我々が取り組むべき

文脈であり、ＲＵＳＩのような機関を通じて私の

同僚たちのような戦略的思考と体験を生かせる

重要な研究となると思います。そういう体制が整

ってうれしく思っています。 

≪質疑応答≫ 

司会 いろいろなテーマや視点を語っていた

だきました。冷戦時代と違いまして、中国のよう

な大きな国、経済力も備えた国、まして日本もア

メリカも、それから欧州も、経済相互依存という

重要な依存関係があって、中国を封じ込めるとい

うような冷戦時代のようなことでは問題は解決

しないし、実際、不可能ではないかとも言われて

いるわけです。ゲストの方々からお話もありまし

たように、冷戦時代は太平洋、インド洋、大西洋

というように大洋を別々にとらえて対応するよ

うなことをやってきたわけですね。 

しかし、21 世紀においては例えば太平洋とイ

ンド洋が一体のものとしてつながっていく。秋元

さんもおっしゃいましたが、世界の問題がユーラ

シア大陸の南側、特にインド洋にあると考えてい

きますと、太平洋国家である日本も、インド洋で

起きていることを無視することはできないわけ

です。その場合、中国だけでなく、同じように

10 億人以上という大変大きな人口を抱えている

インドというものがある。そして、インドは最近、

非同盟政策を脱却して太平洋の国々と関係を持

ちたいということで、東へ視点を移してきている。

一方で、中国はインド洋にも進出をしようという

ことで西へ向かいつつある。 

中国、インドとどう向き合うか 

そうしますと、インドと中国、この 10 億人以

上抱える巨人国が太平洋とインド洋のどこかで

交わる、あるいは悪くすればぶつかるというよう

なことも考えられるだろうと思います。その点で

このアジア太平洋とインド洋まで一体のものと

してとらえる場合に、インドの位置づけや役割、

ひいては日本やイギリスがインドとどんな関係

を築いていけばいいのかということについて、ゲ

ストの方々にもしご意見があれば、お話しいただ

きたいと思います。 

 

ジョナサン・エヤル（国際安全保障部長） で

は、私がまず試してみましょう。ドイツがかつて

「インドは非同盟を放棄した」と言ったように、

シンプルに言えればよいのですが、実は、事実は

もっと複雑なのです。 

日本の方々はよくご存じと思いますが、政府は

前進したくない。何とか先延ばししたいと思って

いるとすれば、問題は政府にある。もしも皆さん

の政府がそうだとすれば、実はインド政府も同じ

ようであるということです。 

緊密なパートナーシップ関係が日本とインド

の間に育ちつつあることは知っていますが、この

関係には常に一定レベルの不平不満が双方の側

にあるといえます。もしも今は日本がインドをプ

ッシュしている側であるとすれば、いつかは逆に

インドが日本を強く押してくる場合もあるとい

うことでしょう。国家同士の関係というものはそ

んなものです。 

私からみて、より大きな問題は、この地域を通

していえることですが、非常に低いレベルの制度

的協力しか育たないということです。それが地域

全体の問題ではないかと思っています。 

例えば制度としてはＡＳＥＡＮが先行してい

ますが、今のところ中国はＡＳＥＡＮを 2つに分

断しようとしている。もちろんそれは結果的に中

国のためにはなりません。最終的にはＡＳＥＡＮ

が中国の圧力を超えて団結すると思います。それ

でも現段階では、例えば防衛分野で制度的に粘り

強くかつ高いレベルの協力は実現できない構造

になっているという問題があります。 

また、お話に出ましたが、日本は中国を封じ込

めるという考えに固執すべきではありません。中

国を封じ込めるのはさまざまな理由から不可能
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だからです。 

人々が忘れがちなことですが、ソ連に対する封

じ込めが成功した理由は、ソ連自身が愚かにも封

じ込めを可能にする行動をとったからです。ソ連

は、我々の世界と対立して存在できるパラレルな

経済や社会を築こうとしたことです。しかし、中

国は違います。そうしたパラレル経済や社会を築

こうとせず、既存の我々の世界に自らを統合させ

ようとしているわけです。 

中国は封じ込めを助けるような行動をとって

はくれません。ということは、封じ込めは政策と

はならないということなのです。 

それでも、何らかのトリップワイア（仕掛けワ

ナ）のようなものを設けることは可能です。そこ

を超えて影響力を拡大しようとすれば、極めて高

い代償を払わせられるという仕掛けで、それは明

らかに実現可能性があります。しかし、東京にと

ってカギとなる問題は、それをするために日本も

同様の対価を強いられるということです。 

そのために日本がオーストラリアやインドな

どとの協力関係を築くのは難しくないでしょう。

同時に、日本は韓国との間でより長続きする関係

を築かなければなりません。領土問題をいろんな

国と同時に抱え込むことはできない。そして、一

貫性のある政策を実行するのは大変なことだと

思うのです。政治的に大変だと思いますが、日本

にとって重要なことは、南北朝鮮の統一が今後あ

るかもしれないことを見据えると、やはり韓国と

の関係は重要だということです。 

 

クラーク 私からも付け加えたい。司会者がお

っしゃったように、我々は中印という 2つの大国

を相手にしています。合わせると人口が 20 億を

上回る。こういう国を相手にいろいろな形で競争

をしなくてはいけないわけです。両方とも世界を

のみ込もうと思っているかもしれない。インドは

中国が囲い込みをしていると思い、中国はインド

が囲い込みをしようと思っている、というように

お互いが思っている。 

つまり、中国とインドはともに時代が自分たち

の味方だと思っているのではないでしょうか。こ

こで冷戦の教訓が役立つと思いますが、1つの安

定要因となっているのは、西側もソ連も、常に時

代は自分たちの味方をしていると互いに思って

いたことです。 

今後の中印関係の力学ということになると、主

に国内政治によって動かされる面が多くなるの

ではないかと思います。内部崩壊が起きたり、国

内的な変化が起きたりといったことです。これが

中印の今後の姿になるかもしれません。 

もちろん司会者が指摘されたようなことは確

かに怖いことで、大きな課題であるのは確かです。

しかし、こうしたことが実際に起きるまでにまだ

時間的余裕があるということです。今後、中印の

国内事情をみていかなければいけないというこ

とだと思います。 

 

司会 それでは、私の前置きとゲストの方々の

とりあえずのコメントはこれくらいにして、残る

時間を会場の皆様からのご質問などを受けなが

らやってまいりたいと思います。 

尖閣対立と日本の対応 

質問 現在、尖閣諸島の問題で、日本と中国が

非常にホットな状態になっております。そして、

互いのメディアが非常にセンセーショナルな報

道をするようになっております。まさか戦争は起

こるまいと思いたいのですが、起こるはずのない

戦争が起きてしまった例は歴史に多いと思いま

す。第一次世界大戦で、イギリスとドイツは経済

的な互恵関係にあり、かつビクトリア女王の孫で

あるカイゼル・ウィルヘルム二世の国と戦った。

第二次大戦後もしばらくたって、そんなことがあ

るまいと思っていたフォークランドでイギリス

とアルゼンチンが戦うことになった。とりわけフ

ォークランド戦争は、今の尖閣諸島をめぐる日本

と中国の間を思い起こさせるものがあります。 

そこで、なぜフォークランド戦争が起きてしま

ったのか。あのとき、アルゼンチンのガルチェリ

政権はメディアで刺激的な発言をしていました。

イギリスはそれを「そんなことはあるまい」と見

過ごしたと言われています。フォークランドの経

験から、日本はどのように中国と対処していった

らいいのかというアドバイスがあれば伺いたい

と思います。 

 

クラーク ありがとうございます。とてもいい

質問、チャレンジングなご質問だと思います。 

あなたのおっしゃったことは正しいです。危機

というのはエスカレートするものだと。そして最

終的に紛争や戦争につながってしまう場合もあ

るということです。まもなく 1914 年の第一次大

戦開戦 100 周年ですが、イギリスでもこれをお祝

いすべきかどうか、考えているわけです。小さな

危機を封じ込めることができず、また戦争になっ

たとしても短期間で終わると思っていたが、ふた
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をあけたら歴史と体制を変えるほどの大戦争に

なってしまったわけです。1982 年のフォークラ

ンドの経験もそうですが、我々が紛争管理、危機

管理ということにもっと一層の努力をしなけれ

ばなりません。それには一切の弁解はありえない

ということです。 

尖閣諸島について起きていることは、どの国に

とってもそれぞれの危機管理のスキルが問われ

る課題ということではないでしょうか。 

ヨーロッパとして尖閣諸島の紛争がなぜ興味

深いかと申しますと、日本は十分に持久戦に耐え

得る能力があるということです。長く続いても大

丈夫と。つまり、長期的な視野を持って臨む余裕

があり、紛争に巻き込まれることなくこの問題の

管理ができるということなのです。 

だからといって、ある程度の軍事力や防衛力が

全く絡まないとはいえない。今後、どんな形で難

題が次々と襲ってくるかわからないので。しかし

ながら、20 世紀を通じて我々が学んだことの 1

つは、ご質問にも含まれていたことだと思います

が、潜在的にかなり危険になり得ることを認識し

た上で、危機管理が可能であるということを今認

識すべきだということです。北京と違って、東京

にはその能力もスキルも十分にある。そして最終

的に力もあるわけですから、長期的な形で対応で

きるわけです。 

しかし、中国のほうは懲罰を掲げて戦争に走り

やすいといわれてきた。62 年のインド、79 年の

ベトナムのように、近年の中国は戦争を起こして

相手を罰しようとするわけです。だから、そうな

らないように気をつけなくてはいけないという

ことです。尖閣諸島をめぐる紛争も、そんな事態

になってしまったら封じ込めることはできなく

なってしまう。私の直感的反応としては、日本側

に負担がかかるのは正しいことではないと思わ

れるかもしれないが、日本がより大人として振る

舞うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 

スカーレット ちょっと私からも加えてよろ

しいでしょうか。フォークランドのことが挙がっ

たので。 

クラーク先生がおっしゃったのは、1914 年の

ことですね。100 周年という形でこれをお祝いす

るというのは、イギリス史始まって以来最も重要

な期日です。この戦争が起きたために、イギリス

のみならず世界が様変わりしてしまったのです。

危機管理の教訓をもう一回思い出さなくてはい

けないということだと思います。そして、カイザ

ー・ウィルヘルムの時代よりも今の危機管理のほ

うがずっと手ごわい、難易度が高いということで、

その実力が試されていると思います。 

尖閣の問題にはいろいろな観点がありますが、

私のような人間が特に注目しているのは、かなり

軍事的側面があるということです。どんな海軍力

を使うのか、どんな艦船を動員するか。それは軍

事力をみせつけるということで、つまり自分の軍

事力がどのくらいあるかを示威行動としてみせ

つけていると、常に誤解の種になり得るというこ

となのです。湾岸戦争でも、イランでも、どこか

が間違って進んでしまうと、結局、計画したり意

図したりしたわけではないのに、そうなってしま

ったということはよくあるわけです。湾岸戦争と

は違うかもしれませんが、誤解のリスクはいくら

でもあるということです。 

第二に、関係当事国をみると、控えめに言って

も、あまりに重要な国々が絡んでいるわけです。

どんなささいな形でも、紛争や対立が軍事力を使

うような事態になれば、中国と日本は世界でも第

二、第三位の大国ですから、大変なことになって

しまう。ですから、ぜひ慎重に臨んでほしいと思

います。ぜひ本質をとらえて対応してほしい。そ

ういうことを十分わかる人がヨーロッパ、イギリ

スにどれぐらいいるでしょうか。 

フォークランド紛争の教訓は 

フォークランドから何を学んだかということ

ですが、フォークランド紛争は別に軍事的に膠着

したわけではありません。1982 年当時、イギリ

ス軍がほとんど配備されておらず、そのことが問

題だったのです。 

つまり、フォークランドには全く軍が配備され

ておらず、せいぜい海兵隊が 42 人いたぐらいで

した。結局、そのために当時の無責任なアルゼン

チン政権の行動を招いてしまったといいましょ

うか、原因になってしまったわけです。最初から

イギリスが十分な軍事力を配備していたら、あの

ような事態にならなかったかもしれないという

ことが我々にとっての教訓ということです。です

から、フォークランド紛争はあまり今回の参考に

なるような経験はないと思います。 

 

エヤル 私からもよろしいでしょうか。現在日

本が抱えている最大の問題は、直近の問題ではな

く、より息の長い問題ではないかと思っているの

です。つまり中国の戦略が段々とみえてきた。こ

れは尖閣でも南シナ海でも同じではないかとい
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うことです。つまり、ずっと継続的に領海侵犯を

行うとか、他国の領海に侵入するような行動が続

くのではないか。恒常的な危機という状態が何年

も続きかねないというわけです。 

もちろん中国は日本が尖閣諸島問題で譲ると

は思っていないし、南シナ海の問題でもＡＳＥＡ

Ｎ諸国と話がつくとは思っていないと考えます。

しかし、常に領海に入ったり出たりを続けること

によって、意図的に法的な区分を曖昧にさせよう

としているのではないでしょうか。尖閣でもそう

だし南シナ海でももう 6、7 カ月の間、フィリピ

ン領海に出たり入ったりしている。 

それから、1914年や 1982 年のフォークランド

と比較する話もありましたが、私は単純な比較は

困難だと思います。もしも第一次大戦と比較でき

ることが 1つあるとすれば、それは中国指導部が

意思決定を下す構造が明確にわかっていないと

いうことです。中身がみえないということは、と

ても怖いことです。中国の指導層はどうやって意

思決定しているのか。政策を決める際に全員が相

談を受けているのか。また関連官庁や海軍、国家

海洋局などの全てが協議をした上で決めている

のか。わからないわけです。つまり、意思決定の

中身がみえないというのは怖いことだ思ってい

ます。 

 

ニール 短くコメントしてよろしいでしょう

か。10 年前に話を戻したいのですが、アメリカ

のＥＰ3機が中国側の迎撃機と海南島沖で空中衝

突した事件がありました。このとき、米中関係が

最近では最も緊迫しました。アメリカが空母を台

湾海峡に派遣した 96 年当時と同じぐらいに緊張

が高まりました。10 年たった後、重要なことは

緊張がエスカレートしており、特に中国の軍事力

が非常に近代化を遂げてしまい、各国の軍に脅威

を与える時代になってきました。だからこそ真剣

に、さらに危機管理を考えるべきだと思います。

所長がおっしゃったとおりです。 

アメリカ国防総省が悩んでいることは、中国が

危機のエスカレーションを管理できるのか、誤算

せずに済むのかということをみきわめることで

す。ＥＥＺ（排他的経済水域）においても緊張が

高まっているわけです。これがエスカレートする

とどうなるか。しっかり対処していかなくてはい

けないということです。 

 

質問 日本は 1945 年以降、常にソフトパワー

を堅持してきました。ハードパワーではないです。

しかしながら、ソフト社会をつくるために重要な

ことは、アジア全域のことを申しあげているんで

すが、互恵ということ、互いに尊重し合うという

ことであると思います。企業を尊重し合うという

ことだと思うのですね。でも、それがいま難しく

なってきているのです。 

今の東アジアの状況を安定化させるために、そ

して、よりソフトパワーの社会にするためにはど

うしたらよいのでしょうか。ＲＵＳＩとしてどん

な貢献ができるとお考えでしょうか。どんな点に

おいて中国にアドバイスを与えられるとお考え

でしょうか、教えていただければ幸いです。 

 

クラーク 我々が時間をかけてやっているこ

との 1つはＲＵＳＩ本部（ロンドン）の場合です

が、オープンなディスカッションを日本ともして

みたいと思いますが、ハードパワーとソフトパワ

ーの活用のバランスというのを考えてみたいと

思います。これは二者択一ではないのです。ソフ

トがあれば、ハードは要らないとか、そういう関

係ではない。ハードパワーで軍事力もしくは経済

力としてどうやって力をみせるかということも

ありますが、ハードというのはソフトの裏付けが

あって初めて、そして文化的理解の裏付けがあっ

て初めて成立することなのです。 

ハードとソフトは表裏一体 

同様に、ソフトパワーが最も効果を発揮する状

況というのは、その背後にハードパワーがあると

きです。ですから、ソフトパワー、ハードパワー

というのは表裏一体のものです。21 世紀のこの

グローバル化した世界では、みんな格闘し、悩ん

でいます。アメリカもそうです。最も適切で効果

的なハードとソフトのバランスはどこでとった

らいいのかということです。特にアメリカは今後

10年間で4000億ドルを国防予算から削ることに

なっています。さらに「財政の崖」によって、一

律カットがあるかもしれない。合わせると、国防

予算が 10 年で 1 兆ドルも減ることにもなり、こ

れは国防態勢にとって非常に大きな違いです。 

一方、ヨーロッパはいろんなトレードオフを長

い間考えてきました。イギリスでは、「もっと知

的に、スマートにやろう」ということで、シンク

タンクの助力も得て努力しています。どうやって

ハードとソフトのバランスをとるかを考えてき

ました。特に、軍事力についてはもっと外交面か

らとらえようと。外交力、経済力を使うことによ

って軍事力の効果を高めようとしているわけで
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す。ＲＵＳＩが何か貢献できるのであれば、ぜひ

この分野で貢献したいと思っています。 

政策上の問題でいろいろ関心を持っている点

もあります。例えばサイバーキュリティには大い

に関心を持っています。情報協力、協調について

もそうです。また、軍事力の近代化についても大

きな興味を持っています。西欧の近代国家は、今

後も戦争をすることになるのだろう。イギリス国

防省もドクトリンとは呼ばないまでも、新趣向と

いうことで、もし戦うのであればどうやって戦う

のか、未来の戦闘方式といったことを考え直して

います。どんどん実力をつけ、スキルを高めるた

めに皆様方の経験を学びたい。ソフトパワーの効

果的活用の仕方から学びたいと思っています。そ

れを共通基盤に置いて考えていきたいと思って

います。冒頭にも申しあげたように、イギリスと

日本は、かなり戦略的に似ているのです。 

 

質問 尖閣あるいは竹島などをめぐる日本の

姿勢に対する評価について伺いたいと思います。

日本はいままでこういう領土問題で言うべきこ

ともあまり言ってこなかった。ある意味で腰が引

けていた。しかし、今回は言うべきことを言い始

めている。これゆえに、日中紛争をあおっている

というような見方、そして欧米メディアの中には、

日本が右傾化していると、場合によっては軍国主

義への一歩ではないかというような報道もあり

ますが、私はただ日本が言うべきことを言うよう

になったというふうにみるわけです。 

そもそも、尖閣に関する日本の閣議に防衛大臣

が呼ばれない。防衛大臣抜きの閣議になり、ご存

じの憲法 9 条では交戦権さえ認められていない。

こういう国が右傾化なんてことは、軍国主義化な

どということはあり得ない。日本はいま、普通の

国、中道というのでしょうか、真ん中にシフトし

てきているのではないかと思いますが、どんな評

価をされているのか伺いたいと思います。 

 

スカーレット これは評価ではなく、評価は同

僚に任せて、アドバイスになると思いますが、注

目度の高い軍事的問題が絡んでいる場合には、マ

スコミの報道をあまり真剣に受けとめないほう

がいいと思うのです。特にイギリスのマスコミに

ついて申しあげているのですが、よくそういうコ

メントが載る。「軍国主義じゃないか、右傾化じ

ゃないか」などと人の心を傷つけることを言う。

私自身は読んだことはありませんが、内容的に疑

わしく、ゴミと同じではないかというふうに思っ

ているんですが、あまり気にしないほうがよいと。

無視したほうがいいと私個人的には思います。 

「普通の国」になるには 

エヤル 普通の国になるやり方で最も易しい

方法は、「普通の国になりたい」と言わないこと

だと思うんです。というのは、ドイツも同じこと

を言う。「普通の国になりたい、なりたい」と。

でもそういうことを何度も聞くほど、私はどこか

神経質に感じてしまう。ですから、本心で「普通

の国になりたい」というのなら、もうそんなこと

を口に出さないことだと思います。つまらない歴

史上の比較をしてもしようもないですから。 

日本政府についてですが、政治的ポイントと申

しましょうか、今の政権でも、また将来は自民党

政権になるかどうかわかりませんが、日本の政権

をみて思うのは、はっきりとまだ物を言っていな

いわけです。こうした紛争が起きた際にはどうす

るかということは、非常に狭いところを縫ってい

かなければいけない。 

韓国でも大統領がまもなく代わる。もうすぐ辞

めようとしている人が、ある島に行って上陸して

しまったが、安っぽくてチープなパフォーマンス

だったなと思います。自分の党のためにやったの

でしょう。自分がいくらやっても再選はないわけ

ですから、自分のためにやったわけではなかった。

それでも非常に安っぽい行動だったなあと思う

わけです。どうでもいいと思ったわけですね。最

終的にどんなことをやっても日本は何もできな

いと思っていたと思うのです。 

中国も同じです。北京はいつでもスイッチをオ

ン、オフにできると。「スイッチを切りさえすれ

ば元に戻る、問題はないじゃないか」というふう

に思っていると思うのです。ということは、日本

側にもしかしたら問題があるのかもしれない。相

手はゲームをしている。ゲームをしている相手に

対し、「昔のようには戻れませんよ。戻るなら犠

牲やコストがかかる」ということを示さなくては

いけないということだと思います。政治的なポイ

ントをちゃんと言わなければいけない。 

日韓の間では、通貨スワップ協定は更新しなか

ったわけですね。この決定は正しい判断だったと

思います。というのは、これでソウルに対して明

確なメッセージが伝わったはずです。つまり「こ

ういうゲームをするとこういう対価を払わされ

るんだぞ」ということがわかったと思います。そ

れ自体が危険なビジネスなんですが、そういうビ

ジネスをやるのであれば、相手をファシズムだ、
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軍国主義化だとスローガンで言うことができる

かもしれないけれども、その背後でちゃんと考え

なくてはいけないということだと思います。 

 

ニール 西太平洋の第一列島線をめぐる領土

紛争では不幸なことに、ほとんど全ての国々で民

族主義的感情が歴史的な経緯や歴史の修正主義

に結びつき、無責任なマスコミの論調もある意味

でそれをあおっているといえます。サー・ジョン

が指摘された通り、新聞報道をあまり鵜呑みにし

ないほうがよいと私も思います。今日の聴衆の

方々を考えると、皮肉な言い方ですが（笑）。 

ただ私が申しあげたいのは、この地域にはアメ

リカとのハブ・アンド・スポーク形の同盟関係は

ありますが、マルチ（多国間）の安全保障機構と

いうものがないということです。初歩的な安全保

障の機構がＡＳＥＡＮ内にできつつあるようで

すが、同僚も指摘したように、中国はＡＳＥＡＮ

の分断を図っているということです。 

私は各国が紛争を無視または一時棚上げすべ

きもっともな理由があると考えます。そして先に

も触れたように、誤算を生じさせるリスクについ

て話し合うべきです。率直にいって、既に地域で

軍備拡大競争が起きています。宇宙でも、サイバ

ー空間でも、またハードな軍事力に関しても起き

ているからです。 

多国間の安保枠組みが必要 

僭越でお仕着せがましい言い方かもしれませ

んが、直近の領土問題に固執せずに、まずは大所

高所から考えるべきだと思うのです。それが初歩

的な多国間の安全保障機構を育てていく一助に

なるかもしれないからです。 

 

質問 私の聞きたいのは、安全保障そのものの

話ではなく、安全保障についてのシンクタンクの

あり方についてです。日本では、防衛省の一部門

である防衛研究所を除けば、どのシンクタンクも

非常に厳しい財政状況に置かれていると聞いて

います。とりわけ、外務省の予算、補助金に依存

している国際問題研究所は大変厳しいようなん

ですね。 

他方、ＲＵＳＩは銀座に事務所を開いて、秋元

さんのようなハイクオリティー、ハイサラリーの

人を雇われて、雲泥の差を感じるんです。ＲＵＳ

Ｉは日本語で「英国王立防衛安全保障研究所」と

訳されていますが、これは税金で運営されている

組織なんでしょうか。だとすれば、イギリス政府

もさほど財政状況がいいとは理解しておりませ

んので、にもかかわらずそういう潤沢な資金を得

ているというのは、彼我の差はどこにあるのでし

ょうか。そこをお聞かせください。 

 

クラーク 残る時間を全部費やして説明した

いぐらいですが、ＲＵＳＩはコア・マネーに関し

てイギリス政府から一切の資金を受けておりま

せん。これがいいことです。我々は独立した機関

としてみなされるということです。 

我々が主にやっていることは研究を行い、政策

立案層と共鳴するような部分は多いですが、だか

らといって従属させられているわけではない。英

政府の政策も含めて、批判したいときは堂々と批

判もしています。デビッド・リチャーズ英国防参

謀総長も「批判をしてくれる大切な友人」と語っ

ており、まさにその通りなんです。政府の機関と

いうよりも、我々の資金は 100％商業的に得てい

ます。会員制機構で個人会員、法人会員から会費

をいただき、出版物や会議参加者からもいただい

ております。他の団体などから委託研究を受ける

こともあります。 

これには皮肉な面があるともいえます。ご紹介

いただいたように、私は最初の民間出身の所長で

すが、私は生涯、学者として生きてきました。し

かし、今思うのは、成功した学者というのは企業

家精神に富み、資金をたくさん稼いでくる。成功

した公務員も軍人も、本をたくさん書き、講演を

する。一見、奇異な気もしますが、基本的にこれ

が健全ではないかと思っています。シンクタンク

というものがそうした構造の中で独立性を堅持

するには、これがいいと思うわけです。 

イギリスの場合、独立性は政府からコアマネー

を受け取らないことに依拠しています。そのやり

方は国によって違うかもしれませんが、イギリス

とアメリカの経験は大体似ています。ほかの国で

は独立シンクタンクで政府資金を受け入れてい

る例もあり、それで機能するなら構わないが、

我々の場合はそうではない。財政的には苦しい面

もありますが、代わりに知的な独立性を確保でき

るということです。 

 

エヤル 私も付け加えたいのですが、お金の話

は全ての研究機関に言えることで、唯一の例外は

アメリカです。そのアメリカでさえ、ごく一部の

重要機関しか政府資金を受け入れておらず、大半

のシンクタンクは、1ペンスに至るまで自力で確

保しなければならないことになっています。 
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適切な組み合わせは、多分、一部の機関は政府

のお金をもらってもいいということでしょう。政

府資金を受け入れても必ずしも悪いこととはい

えないし、我々はそうしないというだけです。政

府資金を受け入れている機関と我々が直接競合

することもないし、共存することに問題はありま

せん。 

日本に関していえば、たくさんの機関が存在し

て、非常によいエコシステムができていると思い

ます。問題は、安全保障に取り組む機関の数が極

めて少ないし、政府の意思決定に際して戦略的思

考を直接適用することを助言できる機関はもっ

と少ないということです。 

一方、私が指摘するまでもありませんが、日本

には政府を大胆に批判できるだけの能力、人材、

思考、機関が有り余るほどあります。欠けている

のは、応用研究といいますか、政府の政策決定や

官僚機構に生かしてもらえるような研究をする

機関ということです。同じような問題はイギリス

にもありますが、程度に違いはあります。 

 

質問 これまでと違う質問をさせていただき

ます。イギリスが単なるヨーロッパの一部ではな

いということを、そういう構えをきょうは大変鮮

明に示していただいて、やはりイギリスはイギリ

スだなという感じを受けています。ただ、日本か

らみて、ヨーロッパは非常な安定勢力で、隠然と

して沈黙のうちに安定勢力で、いざというときは

力を持っていただきたい。そういうヨーロッパの

一部としてイギリスもあると思っています。 

そういう意味で、最近イギリスがユーロ問題に

ついて、ほとんど何もしていないように見受けら

れます。専門外かもしれませんが、この点につい

てどうお考えか。イギリスのエネルギーをどう割

くべきかについて、イギリス人としてどう思って

いらっしゃるか。きょうお話しになったことは非

常にいいことなんですが、それとの関係でお話し

いただければと思います。 

 

クラーク 2 点短く申しあげたい。第 1点とし

て、ご承知のようにイギリスはユーロ圏のメンバ

ーではありません。ユーロ圏は 17 カ国ですが、

イギリスはその一員ではない。だからといってユ

ーロについて発言しないわけではないが、メンバ

ーではないので、言葉を選んで言わなくてはいけ

ないことにはなっているわけです。政治、外交上

の理由もございます。しかしながら、事実として

ユーロ圏は、イギリスに大きな影響力を持つ。ユ

ーロが通貨として破綻すれば、経済単位としての

ヨーロッパの力の損失は計り知れない。不景気も

ひどくなるということです。 

しかも、現在ヨーロッパはかつてないほど長く、

経済史始まって以来の不況に陥っています。1929

年から 31 年、もしくは 31 年から 33 年、大きな

リセッションがありましたが、そのときは 36 カ

月続きました。92年～94年にも 36カ月続きまし

たが、今や 48 カ月を超えてしまいました。今の

不況は 2008 年から始まっているわけです。 

ヨーロッパ経済は、成長率で 2008 年比で半分

しか回復していない。48から 49カ月に陥りつつ

あり、回復にはまだまだです。これはイギリスに

とっても深刻です。ユーロ圏で起きる問題は、微

妙ではありますが、極めて大きな影響を与えると

いうことです。 

第 2点は、ＥＵの構造が大きく変化すると多く

の人が考えています。私見ですが、私はＥＵがで

きた 1957 年の再来になると思います。方向性と

してＥＵが北方の国々を中心に結束したグルー

プができるのではないか。ＥＵが崩壊するわけで

はないが、2層または 3層構造になるのではと思

うのです。 

北方の層（ティアー）ができるなら、中心をな

すのはドイツです。そうすると、1957 年と同じ

ように、イギリスはこれに加わるのか、それとも

距離を置くのかという決断を迫られます。それは

10 年後というよりも、2、3 年後、または 4 年以

内かもしれない。2つの問題は緊密につながって

います。 

 

スカーレット ご質問は内々にイギリスを批

判されたのでしょうか。「もっとイギリスにでき

ることがあったんじゃないか」とおっしゃってい

るように聞こえました。もっと積極的にユーロ問

題でプッシュしたらいいのではないか、というこ

とかもしれません。もちろん、批判が出ているこ

とは確かです。政府閣僚からも事実として出てい

るのです。 

でも、イギリスはそもそもユーロ圏メンバーで

はなく、現実的に何ができるかがみえません。言

葉では何とでもいえますが、現実的に政策面で一

体何ができるかとなると、わからないということ

です。ユーロ圏のリーダーも、どうしたものかと

悩んでいる。イギリスは外に置かれているので、

なおさら難しいのです。イギリス政府として、よ

り統合された構造になるかもしれないというこ

とを外から観察しているということです。 
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エヤル 私は、イギリス政府が何もしなかった

との意見には賛成できません。努力が少ないとい

う意見も当たっていないと思います。イギリスの

立場に対する批判の多くは「我々は何が嫌いかは

わかっているが、何が欲しいのかはわかっていな

い」というものだとよく言われます。その一部は

当たっているかもしれませんが、私はこれに

100％賛成できません。 

イギリスの立場は人気のある立場ではないけ

れども、真っ当な指摘もしているからです。例え

ば、いろいろと愚かな話題がありますが、中でも

最も流行しているアイデアというのは、金融取引

税の創設構想です。シティーで行われる全ての金

融取引について課税するぞということで、政府は

税が増えてうれしいかもしれませんが、現実とし

てこんな税が導入されたら、シティーの金融サー

ビス取引はたちまち破綻するでしょう。とても最

優先の順位になる代物ではありません。 

また、イギリス政府がＥＵの政策決定メカニズ

ムに関して民主主義的な管理を要求しているの

も正しいことだと思います。ヨーロッパの国々は

予算の決定に関して次々と民主的管理の及ばな

い政府間機構を作ろうとしていますが、彼らは本

気でそれがいいと思うのでしょうか。 

つまり、ＥＵ予算というのは官僚たちが決める。

これは秘密会議で、小さな理事会で、ブリュッセ

ルでこそこそと選ばれる官僚たちで決まってし

まうわけです。別に反ＥＵ主義者でなくたって、

そんなばかげた構造はおかしいと言えます。イギ

リスは役に立つ批判をしてきたと思います。問題

は、欧州の流行に沿っていないと、ほめられたり、

気に入られたりしないということでしょう。 

 

質問 クラーク所長は尖閣問題で、日本は中国

との持久戦に耐える力を持っているとおっしゃ

いましたが、これはいま海上保安庁がやっている

警察力のレベルでしょうか、それとも自衛隊、軍

事力レベルでしょうか。第二次大戦で日本は戦線

を広げすぎて持久戦に耐えられず、だめになった

わけですが。その辺を教えていただければ。 

それからスカーレットさんがモスクワ支局長

としてソ連崩壊を体験なさったということです

が、中国共産党も独裁政権の崩壊を恐れて、東ド

イツやソ連の崩壊を研究しているといわれます。

中国の貧富の差は上位 1％（アメリカは 25％）が

国民の富の 40％を握っているという状況で格差

が激しい。富を共産党幹部たちが握っているわけ

ですが、一体、中国共産党はどれくらい続くとご

らんになっているか、どういう見方をされている

か教えてください。 

 

クラーク 簡単にお答えします。私が申しあげ

たのは、軍事的意味での持久戦ではなく、長期的

に外交力でぜひうまく管理していただきたいと

申しあげたのです。もちろん、中国はいろいろ示

威行動をしてくるかもしれませんが、日本は長期

的な外交を通じて上手に受け流す必要があると

いうことです。日本はより強い外交力とグローバ

ルな地位を備えており、最後は日本が軍事紛争に

至らずに勝利できると思います。 

レッドラインの明示も必要 

もちろん、日本の軍事力を行使する意図を明示

し、1つか 2つの超えてはならないレッドライン

（一線）を中国に示す必要が生じないとは限りま

せん。舵取りは極めて難しいでしょう。しかし、

私は決して軍事的な長期持久戦を示したわけで

はなく、それは大変な災厄をもたらします。息の

長い外交戦で臨むことが日本の力にもなると申

しあげたのです。 

 

スカーレット 第 2 の問いはおっしゃる通り

で、尖閣問題や南シナ海問題についての中国政府

の意思決定には、明らかに政権の正当性を失うの

が怖いとか、神経質になっているとかいうことが

一定の影響を与えていると思います。どれだけ影

響しているかは現時点ではわかりませんが、国益

をいかに示していくか、党として現体制がいつま

で続けられるのかといった不安も含まれている

かもしれません。 

ソ連に関してもご指摘の通りで、中国指導層は

何年にもわたってソ連崩壊から教訓を学ぼうと

してきました。しかしながら、私は中国とソ連の

間にそれほど類似点があるとは思いません。 

私は実際、ソ連崩壊をある程度距離を置いて観

察してきましたが、最初に何がソ連で崩壊したか

というとイデオロギーです。第 2は、経済が崩壊

したことで、それが中国にとって大きな教訓とな

った。ですから、中国指導層は何よりも経済をし

っかりさせようとしています。空母を持ったとこ

ろで、経済力の支えがなければ何の意味もないと

いうことです。 

ソ連は軍事力に巨額のお金を投じて外からの

脅威に備えようとした。そのために、内部から崩

壊してしまったわけです。これに比べて、中国経
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済は崩壊するどころか、この 20 年間にめざまし

く成長してきました。いまや世界の経済大国とし

て成功し、内部にいろいろの弱点や不安要因を抱

えているとしても、ソ連との対比はこれ以上にな

いほど明確です。 

イデオロギーについても同じで、権力構造は健

在ですが、西側流、日本流の民主主義とはかけ離

れており、その点で正当性はありません。そこか

らいろいろと違いが出てくるのだと思います。 

 

司会 最後に司会の特権として、日本の安全に

かかわることで 1問だけお聞きします。日米同盟

の現状は普天間飛行場の移設もままならず、最近

はオスプレイ導入をめぐって沖縄と中央政府の

関係も気まずくなっています。こうした同盟の現

状についてどのようにみていますか。また、どう

したら日米同盟を最強の状況に持っていくこと

ができるでしょうか。 

 

クラーク 簡単に申しあげます。おっしゃった

ような形に回復することはできず、これまでとは

異なった形の関係になるのではないかと思いま

す。その理由は、アメリカが米軍配備に関して異

なった状況に応じて異なった考え方をしてくる

からです。 

沖縄のオスプレイ配備問題については、日本の

内政上、困難な問題ということはわかります。し

かし、現状は大所高所から日米関係のあるべき流

れを反映するものとはいえません。日本の政策決

定者たちは、昔に戻るような回復ではなく、ぜひ

安全保障で新しいパターンの関係をアメリカと

築くことを考えたほうがいいと思います。 

 

エヤル オスプレイの配備問題は、もっともら

しいようで、まやかしだと感じざるを得ません。

安全性を口実に論争をしかけているようにしか

みえないからです。私はこの問題で全く心が躍り

ません。こう申し上げるのは残念ですが、日本に

はコップの中に嵐をこしらえて、紛糾させる長い

伝統があるように思うのです。対米関係から生じ

た問題というよりも、日本の国内政治がらみだと

思います。 

 

 

同盟には対価がある 

問題は極めて簡単なことです。つまり、アメリ

カと緊密な同盟国でいたいのなら、その対価を払

わねばならないということだと思います。 

ドイツでも同じような問題がありました。米兵

がドイツの女性を暴行したとか、環境汚染などで

地元自治体当局や米軍基地との間に緊張も多か

った。それでも、同盟を組む以上、それなりの対

価があるということです。日本政府も、勇気を持

って「これこれをすることが必要だ」ということ

を国民にもっと説明すべきだと思うんです。政府

として隠し立てはいけない。全てを官僚任せにす

るのも無理がある。これが第 1点です。 

第 2点は、実際にアメリカと合意したなら、約

束を守り抜くことだと思いますが、どうでしょう

か。今の政治で起きているように、いったん約束

したものを解釈し直そうとはしないことです。 

こうした問題が大きな議論を呼んでいことは

重々承知していますが、それは日本だけではあり

ません。同じ問題がドイツでもあったとお知らせ

したい。ドイツの場合、政府は国民に「こういう

ことだった」と説明をしていました。 

 

司会 秋元さん、最後に何か一言は。 

 

秋元 大体、議論の焦点は私よりも詳しい方々

が説明していただいたので、特に申しあげること

はないのですけれども、ただ、安全保障の議論と

いうのは、日本の場合、非常に感情的な要素に流

される面があるのです。軍事だとか、軍隊は嫌い

だとか、そういう国民の好き嫌いによってオピニ

オンが動き、それがまた政治に悪い影響を与えて

いく。そうしたものを取り除いた冷静な分析活動

を続けたいというふうに思っています。 

メディアにいたころは、なかなか自由にできな

い面が、正直言ってあったんですけれども、今後

は、そうしたことに縛られずに自分の意見を冷静

に分析して提供していきたいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

 

司会 皆様、本当にありがとうございました。 

 

（文責・編集部）

 


