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司会 土生修一（日本記者クラブ事務局長）  

 それでは、これより、国賓として来日された

フィリピンのベニグノ・アキノ大統領の記者会

見を行います。 

 アキノ大統領は、今回の訪問で天皇皇后両陛

下との会見、安倍首相との会見などを行われま

した。きょうは訪問の成果などについて、冒頭

10 分ほどスピーチをしていただき、その後、

会場からの質問を受けたいと思います。終了は

12 時を予定しております。 

アキノ大統領のお母さんであるコラソン・ア

キノ元フィリピン大統領も、1986 年 11 月に国

賓として当記者クラブで会見されております。

創立 46 年目の当クラブは、お迎えしたゲスト

は、これまでおよそ 6,000 人に上りますが、国

賓ゲストとして親子での登場は今回が初めて

のケースになります。 

また、きょうは大統領に同行して来日された

アキノ政権の主要閣僚の皆さんもお越しいた

だいております。 

申しおくれましたが、私は本日の司会を務め

ます日本記者クラブの事務局長の土生と申し

ます。 

それでは、大統領、よろしくお願いいたしま

す。 

アキノ大統領 伊藤専務理事、土生事務局長、

石川大使、山崎大使、ロペス大使、フィリピン

側の代表団、報道陣の皆さん、おはようござい

ます。 

昨年の 11 月、多くの方々をマニラにお迎え

し、そして実り多い交流を持ちました。今回は

また、日本記者クラブに感謝を申しあげたいと

思います。日本のメディアの皆様と再びかかわ

ることができました。今回は皆様の本国であり

ます。 

自由で責任のあるメディアというのは、健全

な民主主義には欠かせません。私の父も母もジ

ャーナリストで、国の発展におけるメディアの

役割がいかに大事か、よく分かっておりました。 

日本のメディアは、特に我が国の近代史におい

て特別な位置を占めております。父の帰国とそ

れに続く 1983 年のマニラでの暗殺も報道して

いただきました。非常に有益かつ知性的な分析

を加えていただき、それが父の暗殺の状況を明

るみに出しました。皆様が今取材されているフ

ィリピンは先輩方が取材された混乱期のフィ

リピンとは大いに異なります。メディアは事実

を自由に報道し自由に論評できます。 

フィリピン政府は、メディアは真実を公平に

報道すべきだ、政府に対する警戒と見識ある議

論のバランスを取るべきだ、との市民の声を後

押しするのみです。 

今回は非常に思い出に残る実り多い国賓と

しての訪日をさせていただきました。母が

1986 年 11 月に訪日をいたしました。その後を

たどるような今回の訪日となりました。彼女も

まさにこの建物の中で皆様とお話をさせてい

ただいたと思います。 

 

戦略的パートナーシップ関係の強化へ 

安倍首相との首脳会談も、すでにダイナミッ

クな戦略的パートナーシップをさらに強化す

るものとなりました。そして、その重要な部分

は報道陣の皆様にすでに記事にしていただい

ているかと思いますので、詳細には立ち入りま

せん。首相とは非常に率直な話し合いを持つこ

とができました。2013 年の第一回の会合以来

ずうっとそうであります。私にとっても、そし

てフィリピンの国民にとりましても、まったく

同じではないにしても、フィリピンと日本がお

互いに補完することができる多くの問題、戦略

的関心事、考え方に関し、大変励みになるもの

です。 

安倍首相に申しあげましたけれども、フィリ

ピンと日本の戦略的パートナーシップは、新し

い、これまで以上に緊密な時代に入ろうとして

おります。さまざまな相乗効果を両国経済は持

っています。その上に両国の将来の経済関係を

築いてゆくことに我々は同意しました。同時に

両国政府は、さまざまな面で決定的な改革をし

て、さまざまな課題により円滑に、そして力強

く対応し、両国の協力を推進していかねばなり

ません。 

安全保障の面では、フィリピンと日本は、い

ま起こっている物事に対し、お互いに密に協力

しながら対応しようとしています。フィリピン

は、日本が安全保障政策そして安全保障法制を

いま見直していることに関心を持って、フォロ

ーしております。この地域、そして世界の繁栄
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と安全保障のために、日本がより積極的な役割

を果たしてほしいからです。 

 

わが国に日本の憲法再解釈の懸念なし 

もう一度はっきり申し上げます。 日本はい

ま憲法の再解釈の問題を考慮しておりますが、

フィリピン国民は、これは全く懸念されること

ではないと考えております。日本は多くの国々

にとって同盟国であり、パートナーであります

し、平和を推進し守ってゆくために最も効果的

な協力が出来るはずです。日本の政府が他国を

助ける力を付与されて、助けの必要な国々を、

とりわけ集団的自衛権の分野で、助けられるの

なら、友好的国々は大いに裨益することでしょ

う。 

フィリピンも日本も島国です。それぞれの歴

史、経済の発展および国際関係を地域の海洋環

境の脈絡でみるならば、われわれは相対的に平

和と安定を数十年享受してきたと言えるでし

ょう。しかし、皆様ご存じのように、海洋環境、

海洋資源、あるいはその空域などがいま脅威に

さらされています。とりわけ西フィリピン海に

おける埋め立て活動が行われているというこ

と、これはフィリピンがいま国際法、特に国連

海洋法条約にのっとったやり方で問題を解決

するために始めた仲裁手続きを害し、台無しに

するものです。 

このことは軍事的脅威を増長させ、この地域

の平和と安定を脅かしております。新たな時代、

フィリピンと日本が前向きな関与をしていか

なければならない重要な分野はそれゆえ海洋

の安全保障の分野であります。しかし、ダイナ

ミックなパートナーシップだけがすべてでは

ありません。貿易、投資、ＯＤＡ、観光、人的

交流でも交流はさらに拡大しております。 

観光では特に、フィリピンはアジアにおいて、

日本への観光客の伸びが最も高い国の一つで

あります。また日本は、2005 年以降観光分野

において、フィリピンでは第 3位の市場となっ

ております。ぜひ日本のメディアも先に挙げた

分野に関心を持って、さらにパートナーシップ

を前に進めるような報道をしていただければ

と思っております。 

今回は天皇皇后両陛下にお会いできて、本当

に心から感謝をしております。また安倍首相、

そして日本政府、日本の国民にも、フィリピン

と日本の関係をさらによくするために、温かい

おもてなしをいただいたことに、皆様方メディ

アを通して心から感謝申しあげます。（拍手） 

 

司会 大統領、ありがとうございました。 

それでは、質疑応答に移りたいと思います。 

 

質問 大統領、記者クラブの会見に応じていた

だきまして、ありがとうございます。 

一番ホットなイシューである、大統領も取り

上げられた南シナ海の問題について、お話をお

伺いします。 

一つは、アメリカのカーター国防長官が、領

有権を主張している関係国全てに、人工島であ

るとか埋め立ての中止を求めているわけです

けれども、フィリピンはスプラトリー諸島に持

っている空港の一つを補修する計画があると

お聞きしました。これについては予定どおり、

実施されるんでしょうか。大統領のご見解をお

伺いしたいと思います。 

関連ですが、中国の外務省のスポークスマン

が、中国を大国と位置づけて、おそらくフィリ

ピン等を念頭に、小国は面倒を起こすなという

ことをよくいいます。これは大変失礼な言い方

だと思って聞いておるんですけれども、大統領

はどのように受けとめていらっしゃるか、それ

についてもお伺いしたいと思います。 

 

アキノ大統領 最後の部分について、もう一度

お願いできますか。 

 

質問 中国外務省のスポークスマンが、小さな

国は面倒を起こすなという言い方をよくする

んです。これは失礼な言い方だと思うんですけ

れども、大統領はどう受けとめていらっしゃい

ますか。 

 

南シナ海問題：行動宣言は拘束力を持つ 

アキノ大統領 おそらくその言葉をそのまま

使う必要があるかもしれません。2002 年にこ

の地域の緊張関係を管理をするために、ＡＳＥ

ＡＮ及び対話国である中国が努力をし、行動規
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範を制定しようとしました。うまくゆかなかっ

たので、行動宣言（ＤＯＣ）を発しました。全

ての当事国が署名をいたしまして、全ての当事

国に対しまだ拘束力があることを確認してお

ります。全ての場において当事国はＤＯＣ遵守

をしていて、行動規範の締結を求めていると言

っております。 

引用いたします。パラグラフ 2、4、5 です。 

パラグラフの 2です。当事国は上記原則に従い、

且つ平等と相互尊重の基礎に立って、信用と信

頼を作り上げる方策を探求することにコミッ

トする、と書いてあります。確かに国として経

済力は小さかったとしても、あるいは軍事力と

しては存在がないに等しかったとしても、人口

あるいは国土を考えたとしても、平等というの

はわが国も含むと信じております。 

パラグラフ 4 です。関係当事国は 1982 年国

連海洋法条約を含む普遍的に承認された国際

法の原則に従い、直接関係する主権国家による

友好的協議と交渉を通じて、武力の行使や威嚇

に頼ることなしに平和的な手段でその領土及

び管轄権紛争を解決することに同意する。 

 パラグラフの 5。当事国は紛争を複雑化し、

エスカレートし、平和と安定に影響を与える活

動（その中には現在住民が居住していない島、

岩礁、砂州、小島やその他の個所への居住行為

を止めることを含む）の実施において自制する

こと及び彼らの違いを建設的な方法で取り扱

うことに同意する、という文言があります。 

中国のスポークスマンについては、ぜひ、当事

国としていま私が引用した南シナ海における

行動宣言について思い起こしていただきたい

ものです。 

もう一つ、私どもが公開ではない場でよく述

べていることがあります。私どもは、若かった

ときに、合意に達するためには、しばしばみず

から相手の立場に立って考えよと教えられた

ものでした。相手の視点で物を考えてみようと

いうことです。立場を逆にした場合に、中国は

フィリピンに干渉しないでしょうか。お互いの

立場が逆であった場合に、我が国の様な小国に

言っている、面倒を起こさないようにというア

ドバイスを受け入れるであろうか、ということ

です。 

カラヤン諸島のコミュニティーにサービス

を提供する滑走路の補修は先送りをしてきま

したが、補修の先送りというのは、修理費がさ

らに増大してしまうということになるわけで

す。2002 年よりも前からこの施設は存在して

いたわけです。これは大事なことです。なぜな

ら 2002 年以降の現状を維持しようという取り

決めがあったからです。一部の国は、皆が埋め

立てをしていると主張するわけですが、フィリ

ピンは、いまのところ全く埋め立てはしていな

いのです。しかし、われわれが補修している施

設はこの取り決めの合意前からあったもので

す。 

 

質問 昨日、日本の首相との合意の中で、防衛

技術の移転という話が出ておりました。予期さ

れていたのは、軍同士の交流についての合意を

するのではないかということでした。で、日本

が軍事面でのフットプリントを拡大する中で、

例えば南シナ海での海洋での哨戒ですとか、あ

るいは海軍の活動が高まるのではないかと予

想されているんですけれども、日本として、例

えば航空機の補給をフィリピンで行うとか、あ

るいはフィリピンの海軍基地を補給のために

使うとか、こういったことをフィリピンは歓迎

しますか。もし日本が要請をすれば、それを円

滑化するために合意をされますか。そして、そ

のための軍同士の交流についての協定を結び

ますか。 

 

日本との軍事交流の進展を歓迎 

アキノ大統領 実は昨日、安倍首相との首脳会

談の中で話をしたのは、それぞれの当局が協議

をして、そして、やがて地位協定に結びつくよ

うに、ということでした。ただ、そういう地位

協定を結ぶためには、上院の審議と承認が必要

です。細かいことについては、これから詰める

ということです。 

現在フィリピンが、そのような協定を持って

いるのは、アメリカとそして最近ではオースト

ラリアの 2カ国だけです。われわれは最近の動

きを歓迎しております。 

フィリピンには戦略パートナー国というの

は 2カ国しかありません。アメリカと日本であ

ります。以前にも申しあげましたように、よい

パートナーシップ、よい関係といった場合には、
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相互運用性を持たなければなりません。人道的

問題についての協定でも紙の上でしか存在し

なければ、戦略的パートナーとの調整、協力、

共同作業が必要な時に効果を期待できないで

しょう。 

ということで、フィリピンは、今回の進展を

歓迎したいと思っています。そして、地位協定

締結のために必要な外交上のいろいろな手続

を着々と進めたいと思っています。 

 

質問 フィリピンといえば、かつてアメリカの

クラーク、スービック基地がありました。これ

が 90 年代に撤退して、その影響もあって、南

シナ海で現在、中国が活発な活動をしていると

いうふうに分析している専門家もいます。 

いま大統領は、「ストラテジックパートナー」

という言葉をアメリカとの関係でお使いにな

りました。このアメリカとの関係を、かつての

ような、つまり相互防衛的な同盟関係、これは

日米はそういう関係でありますけれども、そう

いう関係にアップグレードしていく、そういう

ようなご希望はお持ちなのでしょうか。 

日本は大統領もご存じのとおり、日米同盟関

係、つまり日米安保条約が尖閣諸島に適用され

るというアメリカの防衛義務が、アメリカの大

統領が発言したことによって、一つ中国に対す

る防衛政策の中に組み入れられているわけで

す。フィリピンの場合も、そういったアメリカ

の防衛義務をより確固としたものとするため

に、アメリカとの関係を同盟関係というふうに

格上げしていくようなお気持ちはありますで

しょうか。 

 

米国との拡大防衛協力：相互運用性を高める 

アキノ大統領 確かに、拡大防衛協力協定、略

してＥＤＣＡですが、これがあります。憲法で

は、外国基地が禁止されています。とはいえ、

ローテーションとしては、プレゼンスは認めら

れておりますので、米国とのＥＤＣＡについて

は、ローテーションプレゼンスを想定しており

ます。それによって、先ほどもいいましたが、

米国・フィリピン間での相互運用性を高めて、

知識、可能なら技術の移転も考えております。 

フィリピンと米国との間の相互防衛条約に

ついては、51 年から始まりまして、その後、

条約では、例えば、太平洋（パシフィック）を

対象とすると明確にしております。最近、疑問

に思ったのですが、「パシフィック」という言

葉にあの水域、つまりフィリピンの東岸が入る

のかどうか、南シナ海、すなわち西フィリピン

海がそこに該当するのか否か、という疑問です。

1951 年の時点では、パシフィック（太平洋）

と言えば、それは現在のアジア太平洋の意味で

ありました。私はここ数十年間で交換された外

交文書でこのことを確認いたしました。 

ですからＥＤＣＡは、非常に強力で長い歴史

がある米国とフィリピンとの関係をさらに改

善したという位置づけだと思っております。す

でに合意されている条約や協定の内容をさら

に改善しより現実的にしているという理解で

す。紙の上だけではなく、中身、内実が伴うも

のであり、お互いにサポートができる能力なの

です。ここで強調したいのは、ＥＤＣＡは特定

の国を対象としているわけではない、というこ

とです。 

もともと長くあるアメリカとの防衛に関す

る関係の改善だと思っています。 

 

質問 私はちょっと内政問題を聞きたいんで

すけれども、というのは、来年、大統領選挙が

あって、フィリピンの場合、大統領がかわると

政策が根本的に変わる場合がある、というのが

過去の例だと思うんですね。特に、いま日本政

府にとっては、アキノ政権、非常に友好的でい

いと思うんですけれども、今後、政権がかわれ

ば対中政策も経済政策も変わる可能性がある。 

そこでお聞きしたいんですけれども、与党の

次期候補と目されているマヌエル・ロハス自治

大臣が、民間のサーベイでは支持率があまり高

くない。もう 1年後に迫っているんですけれど

も、大統領としていつの段階で後継指名をされ

るのか、その場合、ロハス自治大臣以外の候補

ということはあり得るのかというのが 1点。 

もう一つは、いま下院で憲法改正の話が進ん

でいるんですけれども、いまのところ経済条項

に特化されているようなんですが、これを政治

項目も変えて、大統領がもう一度選挙に臨むと

いう可能性があるかどうか、この 2点をお聞か

せください。よろしくお願いします。 
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憲法改正で大統領任期延長は避けるべき 

アキノ大統領 非常に興味深いご質問をあり

がとうございます。 

まず最初に、来年、誰が私の後任になろうと、

日本はわれわれの最大の貿易相手国でありま

す。常に上位 2カ国または 3カ国に入っており

ます。それからＯＤＡの協力国としても常に上

位 2位か 3位であります。 

昨日、安倍首相ともお話をしましたが、ＪＩ

ＣＡを通じて大きなプロジェクト、例えば鉄道

のシステム、メトロ・マニラの北部からルソン

の最南端まで走る鉄道のプロジェクト、につい

ても合意いたしました。さまざまな経済活動を

促進し、これらの地域社会の輸送状況を改善し

てくれるでしょう。 

私が言わんとしていることは、フィリピンの

国民は、後継者を選ぶ際に、突如としてこのよ

うなすばらしい日本との経済関係を捨ててし

まうことになりかねないような人を選ぶこと

はない、ということです。当初は 6月末の予定

でしたが、私は一応法律によって、7月の最後

の月曜日に一般教書の演説を行うことになっ

ております。その直後に、おそらく私として、

私の路線を引き継いでくれる後継者を発表す

る段取りになるだろうと思っています。 

さて、憲法を改正し、さらに任期を認めるか

どうかということなんですが、われわれの歴史

の中では、戒厳令という時代がありました。マ

ルコス大統領が 1965 年に当選したんですけれ

ども、2期ということで、1973 年に終わってい

たはずなんです。ところが、戒厳令をしきまし

て、統治をエドゥサ革命（人民革命）によって

打倒された 1986 年まで続けたということです。

一部の国々、例えば南米の国々も同じような時

期を経てきました。そして、これらの国々の憲

法では、現職の大統領は退任するけれども、ま

た再び別の政権のもとで立候補してもいいと

いうことになっております。 

任期延長を支持する人々に対する回答とし

ては、政府がもう一度統治をやり直す必要がな

いということは良いことだと思いますが、マル

コスのまねをして、ずうっと職にとどまるとい

ったよう人に門戸を開くかもしれない。これは

大きなリスクになりますので、フィリピンとし

ても絶対これは避けなければならないと思っ

ています。 

ですから、また蒸し返す、すなわち任期を 1

期としたということを蒸し返すのは非常に危

険だと思っております。 

ただ、下院と上院はいま経済条項についてい

ろいろ審議しておりますので、私もその中身を

検討しながら、その提案を受け入れられるかど

うか、これから決めていきたいと思っています。 

 

質問 国会で述べられたように、日本について、

過去の苦しみについての発言がありました。し

かし、元慰安婦が、正義、補償を求めています。

そのうちの 1人が、東京に来た人が述べていま

したが、議員の時代にもこの問題を認識してい

るとおっしゃっていました。現在どのようにお

考えでしょうか。 

2 つ目の質問です。日経フォーラムにおける

講演についてです。中国をナチスとらえる発言

をされました。これは中国国民を傷つけるもの

と思いませんか。 

 

アキノ大統領 最初の質問です。私が議員だっ

たとき、日本で初めて慰安婦のことを知りまし

た。そのときには、当時の外務大臣にこの問題

を確認いたしました。そのときの答えです。日

本との補償に関する協定で、これについてはフ

ィリピンに関する日本側の義務については対

処されているということでした。 

昨夜フィリピンのメディアにも同じ質問を

受けましたが、可能な限り元慰安婦問題につい

て取り組むためにどんな努力がなされたのか

を調べると約束しました。彼女たちはフィリピ

ン人ですし、そのケアをするのはわれわれの責

務です。ですから帰国次第、戦時中に必要のな

い苦しみを受けた同胞のためになされた努力

について報告を受けるつもりです。 

 

国際法にのっとった紛争解決を 

中国人の感情を傷つけようという気持ちは

一切ありません。2011 年に私は中国を公式訪

問いたしました。そのときに指摘しましたが、

中国との関係は、経済の観点からみますと、中

国側に有利になっています。 
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例えば 2011 年、私の記憶が正しければ、中

国からの観光客は 20 万人、フィリピンから中

国へは 80 万人でした。フィリピンの人口はち

ょうど 1億になりました。中国の人口は少なく

とも 13 億です。 

間接投資に関しましては、中国からは 6億ド

ルで、フィリピンの企業は中国に対して 25 億

ドルを投資しています。 

われわれは提案いたしました。安定は繁栄の

ための不可欠な要素であり、繁栄こそが最も必

要とされているものであり、世界のどの政府に

とっても最も追求すべきは国家の繁栄である

と。胡錦濤国家主席のお答えは、南シナ海にお

ける紛争を中国とフィリピンの間の最大関心

事にしてはいけないというものでした。 

ですから例えば、フィリピンに対するメディ

アの攻撃に対して、ここ数年反論を控えてきた

わけです。私どもは最善を尽くしてエスカレー

ションを抑えようとしてきましたし、国際法の

遵守を約束しました。だからこそアンクロス

（ＵＮＣＬＯＳ）にのっとり、仲裁によって紛

争を解決しようとしています。 

スカボロー礁で最も大きな衝突が両国間で

起こっています。ここはわが国の海岸から 120

マイル内であり、私どもの排他的経済水域内で

す。漁業関係者はもはやこの地域では漁業がで

きないと苦情を述べております。悪天候のとき

の避難さえできないと言っております。私は彼

らに忍耐を求めざるを得ませんでした。事態を

悪化させたくはないからです。さまざまな会議

の場で述べておりますが、願わくば、私どもの

エネルギーと努力は経済に向け、国民を豊かに

することに注力できないかと述べております。

地図を確認すればわかることです。 

一つ、中国に問いかけたいことがあります。

もし皆さんがフィリピン側であったとして、突

然ある海岸線といいますか、西海岸全てが奪わ

れた、なくなった場合には、「はい、どうぞ。

半分の水域をさしあげます。」とおっしゃいま

すか、と聞きたいと思います。どんな国だって

そんなことには喜んで合意しないと思います。

われわれは権利を主張しているのみです。他の

国の権利も尊重いたします。だからわれわれの

権利も尊重していただきたいのです。 

 

質問 先ほどの関連質問をしたいと思います。 

日本の南シナ海における哨戒、パトロールを全

面的に歓迎するとおっしゃいますか？ アメ

リカはいま中国に対して、南シナ海の問題をめ

ぐってはますます厳しいスタンスになってき

ておりますけれども、それだけで十分だと思い

ますか？ これによってより大きな紛争にな

るという危険はありませんか？  

 

アキノ大統領 私の希望としては、われわれは

歴史を学ぶ者として、どの国とも暴力的な紛争

にはなりたくない、避けたいと思っています。

さまざまな組織、Ｇ7、それからＡＳＥＡＮ、

ＥＵ等々も、この問題は無視できない、意識的

に解決努力をすべきであるという、われわれに

対して安心感を与えてくれるようなステート

メントを出してくれています。これは有益な進

展です。 

日本の単独または共同パトロールですが、こ

れは国際海域でありますし、200 マイル外とい

うことでもあります。200 マイルの経済水域で

も通過権はあるわけです。最近我が国はインド

ネシアとの海域の確定をいたしました。インド

ネシアとの間で可能になったことは、環境保全

あるいは海賊対処ということで、インドネシア

海軍とフィリピン海軍が共同で、この大きな海

域をより徹底して哨戒することになっている

ということです。 

今やその境界線ははっきりしているわけで

すから、例えば、もうほとんど年中無休で、交

替でパトロールができるようにしているとい

うことです。南シナ海、すなわち西フィリピン

海の問題についてもある時点で解決ができる

でしょう。 

このようなことをして解決に結びつくとす

るならば、人道的なさまざまな救援ですとか、

あるいは海賊対処とか、各国の協力とかがやり

やすくなると思うんです。 

インドネシアとフィリピンの間でみられる

この共同行動が、何が可能なのかということの

お手本になってくれればと考えております。 

 

米国は一貫して紛争回避に傾注している 

米国のより厳しいスタンスということです
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けれども、実は、ずうっと同じ発言をしてくれ

ているということで、誰かの肩を持つというこ

とでなく、さまざまな当事者に呼びかけて、や

はり責任ある行動をとるように言ってくれて

おります。アメリカは、紛争の可能性を未然に

防ごうという努力をしてくれているのだと思

っています。そして、全ての国々に対して、国

際的な行動規範があるのだ、やはり善意に基づ

いて国が行動しなければならないのだ、という

ことを念押ししているんだと思います。 

 

質問 フィリピンの平和と安定ということで

質問したいんですけれども、イスラム勢力との

和平の動きです。当初の予定どおりにはなかな

か進んでいないようですが、今後のイスラム勢

力との和解、和平の見通しについて説明をいた

だきたいと思います。 

その関連ですけれども、フィリピンではイス

ラム過激派、イスラミックステート（ＩＳ）の

脅威というのはあるのでしょうか。外国人、日

本人を含む外国人の安全というものに対して、

イスラム過激派の脅威というものは存在する

のか、それに対してどのような対策をとられる

のか教えてください。 

 

アキノ大統領 最後の部分からお答えします。

インターネットを見ますと、フィリピン人でイ

スラミックステートのメンバーであると主張

している人たちの写真が載っています。わが国

の情報機関によりますと、このような人たちの

多くは、一時、自分たちはジェマ・イスラミア

と関連している、したがって、アルカイダと関

連があると主張しています。例えば、1 年、2

年内にそのような集団が出てくるとすれば、Ｉ

Ｓの一員であると主張する人が出てくるのだ

と思います。 

たしかに、観光にはすすめられない地域はあ

りますが、わが国は一般的に安全であります。

しかし、ローンウルフ（一匹オオカミ）のテロ

リストがいる可能性は否定できません。定義上、

データベースには載っていないようなテロリ

ストが一匹オオカミなわけです。彼らが過激化

するのはインターネットのせいかもしれませ

ん。過激化を促している人物や自分たちが過激

化したと自覚した人々かもしれません。 

爆弾づくりについてもインターネットでみ

ることができてしまいます。ですから一匹オオ

カミテロリストについては、フィリピンでの脅

威はほかの国と同じだと思います。しかし、情

報機関あるいは法執行機関は常にスキルを高

めておりまして、情報交換も関係国と行ってお

ります。それによって、脅威を最小化しようと

しております。 

繰り返し申しあげます。ＩＳの一員であると

主張することと、その一員であることは違うと

いうことです。どちらかといえば、リソースを

集めるために主張しているのだと思います。Ｉ

Ｓのイデオロギーを信奉しているということ

とは話が違います。 

 

ミンダナオ和平プロセスは止まっていない 

和平について、いま下院でバンサモロ基本法

に取り組んでおります。ママサパノ事件があり

ましたが、下院はその前の段階で、6月までに

採択できると約束しており、いま審議が行われ

ております。上院もそれに追随する予定です。

私と国民に関する限り、いま現在でも予定どお

りです。議会においてはこの特定の措置の採択

については遅れてはおりません。事件は、一つ

の障害で、悲劇的ではありましたが、だからと

いって和平プロセスが止まったわけではあり

ません。究極的には全てのフィリピン人はミン

ダナオ和平を望んでおります。 

一旦和平が実現できますと、いま現在でも基

本法の成立について話をしておりますし、経済

活動は活発化しております。その結果、幻滅し

て分離を望んでいた人たちにとってもより多

くの機会が高まっております。彼らもいまや和

平の果実を実感しています。法が制定され、新

たな自治政府が発足をすれば、さらに加速され、

多くの人が社会に復帰をし、例えば分離・抵抗

を主張している人たちも考えが変わると思い

ます。私も上下両院を、可能な限り早く法案を

採択するようプッシュしております。なぜなら

住民投票による批准が必要だからです。それに

よって新たなガバナンスを来年の選挙前に実

行性があるものにするべくプッシュしており

ます。 

質問 フィリピンはＴＰＰを脱退して、ＡＩＩ

Ｂに入ったのですね。それについて、その意思
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決定の経緯についてお伺いしたいです。 

 

アキノ大統領 6 月から 12 月までの間に招聘

をされておりまして、いまＡＩＩＢに入るかど

うか検討中であります。まだ入ってはおりませ

ん。 

 

質問 ことしは戦後 70 周年に当たりますので、

もうしばらくすると、安倍首相が談話を出すと

みられています。この中で、謝罪、おわびとい

うものがあるのかというのが一つ注目が集ま

っていますが、大統領はそうしたニュアンスの

言葉が含まれることを期待されていますでし

ょうか。 

また、もし含まれていなかった場合、フィリ

ピンの国民の皆さん、さきの大戦で多大な犠牲

を強いられた皆さんはどういった感情を抱か

れるというふうにお考えでしょうか。 

アキノ 私としては、特に安倍首相がどういう

ことをなさるのかを推測するつもりはありま

せん。母がよく言っていたことなんですが、特

に聞かれもしないのにアドバイスをするのは

いけないということです。ですから、安倍首相

のほうから聞かれてもいないのに、ああすべき

こうすべきかということは言うべきではない

と思っています。 

さわさりながら、安倍首相はさまざまな会議

の場で、正しく行動されておりますから、おそ

らく正しいステートメントを出されるだろう

と思っています。第二次世界大戦終了 70 周年

にふさわしいステートメントになると期待し

ております。 

 

質問 開発問題に感心を持っております。ＡＩ

ＩＢについてのフォローアップの質問なんで

すけれども、ＡＳＥＡＮは、一応フィリピンも

含めてＡＩＩＢに参加するということを表明

しているように受けとめていたんですが、いろ

いろまだ検討課題があるのだと思います。 

すでにインタビューなどで、ＡＩＩＢのガバナ

ンスの構造がどうなるのか関心を持っている

という話をしておられますが、具体的に、どの

ような懸念と期待を持っておられるのかお聞

きしたいと思います。 

 

ＡＩＩＢのガバナンスに特に関心がある 

アキノ大統領 フィリピンは、ほかの多くの国

と同じように、インフラを開発する必要があり

ます。インフラの開発を加速化するための便宜

が望ましいのです。 

とは申しましたが、何と申しましょうか、中

国とフィリピンは融資関係を持った経験があ

りますが、予想された成果は上げられておりま

せん。その結果、私どもはガバナンスの問題に

ついて特に関心を持っております。確実性を期

待しております。 

例えば、プロジェクトの審査、もしくは融資

の条件が、政治と切り離されていることを確認

したいと思います。これが不可欠的に重要です。

万が一契約を締結する場合には、最終的に国民

の利益にならなければなりません。状況を悪化

させるようなものになってはいけないわけで

す。最近の経験から考えますと、徹底的に確認

をする必要があります。それによってわが国の

国民が、政府が国民に約束した最善のサービス

を得られるように確認することが必要です。 

質問 治安の問題でちょっとお伺いしたいん

ですけれども、日本とフィリピンは交流が深ま

っていますが、一方で、昨年 1 年間だけで、7

人もの日本人がフィリピンで殺害される事件

が報道されております。そこで、何か治安問題

で抜本的な対策をとるおつもりはございませ

んでしょうか。とりわけ、銃の規制について何

か規制を強めるというお考えはありませんで

しょうか。 

 

アキノ大統領 7 人の日本人が亡くなってい

るということは、私、知りませんでした。これ

については、国家警察長官並びに内務自治担当

大臣とも協議してみたいと思います。国の重大

事は私の耳に入るようになっていますから、名

刺を頂ければ、明日にでもお答えできるかと思

います。 

しかしながら、内務自治担当大臣の統計によ

れば、実は、犯罪発生率は、フィリピンでは、

とりわけ首都圏では、下がっているという状況

があります。銃の所有について新しい法律がで

きておりまして、これは古い法律の不備を改善

するものであります。刑罰もより厳しくなって
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おります。 

ですから、銃に関する取締法をより効率的に

施行しようということです。いわゆる許可を持

たないやからの手に銃が行かないようにする

ためです。確かに誘拐事件などはあります。例

えば、数人のヨーロッパ人あるいは韓国人、マ

レーシア人などです。 

私が知っている限りにおいては、そういうこ

とで、日本人の方については、申しわけありま

せん、知りませんでした。で、日本を離れる前

に情報を知りたいと思います。私は何も聞いて

おりませんでしたので。あるいは名刺を置いて

いっていただければ、遅くとも明日にはお返事

できるかと思います。 

 

質問 戦史についてです。大統領は、日本につ

いて、この問題については寛容であったと思い

ます。第二次大戦の最中にあったことについて

です。しかし、東アジアの近隣諸国の中では、

何といいましょうか、関係が良好ではない、70

年経過したいまもです。何かご助言、日本にい

ただけますでしょうか。このような分断を解決

ができるようなアドバイスがあれば、お願いし

ます。 

 

アキノ大統領 私はいま中年でして、アジア人

は通常は、目上の方々には助言は控えるもので

はありますが、あえてお答えします。若いころ

に映画をみました。リチャード・バートンとリ

チャード・ハリス主演の「ワイルド・ギース」

という映画です。退任させられたアフリカの大

統領を傭兵が救助するという話です。ハーデ

ィ・クリューガーが南アフリカ市民の役を演じ

ていまして、失脚した黒人大統領を救助しよう

としていました。アパルトヘイト体制について、

失脚をした大統領が言いました。「われわれは

あなた方が過去にしたことを許さねばならな

い。あなた方は現在のわれわれを許さねばなら

ない。そうでなければわれわれには未来がない」

それが十代だった私の印象に残っています。 

私も、大戦中の日本の残虐行為について、映画

などは全て見ております。特に戦争中に制作さ

れたものは多くの偏りがあります。われわれは

大人になるにつれて、コインの裏側も見るよう

になります。場合によっては過激な描写もある

ということも考えなければなりません。確認さ

れていないものもあるかもしれません。日本人

は戦争直後に描かれたような悪人ではないで

しょう。われわれは、戦勝者として日本人悪玉

論を乱用しすぎたのかもしれません。 

とは言いましたが、ある意味で、誰もが前進

をしたいのだと思います。申しあげようとして

いるのは、フィリピンを例にとれば、日本はフ

ィリピンに賠償義務がありますが、私の理解が

正しければ、全て支払われております。賠償を

超えた部分においては、常に私どもの懸念に対

する支援があります。例えば防災対策であると

か、バンサモロのための準備とか、2006 年以

降、さらなる経済機会を拡大するような支援で

す。 

いま現在、東日本大震災があり、私どもも地

震に備えたリストを作成しました。インフラが、

もはや耐震性、あるいは建築基準に合致してい

ないこともありました。首都圏の大きな橋 2

本については、日本の支援をいただきますので、

国民の安全性が高まることが期待されます。わ

が国政府の中に慎重さや誠実さを欠くパート

ナーがいるかもしれませんが、それについても、

支援は大騒ぎはなく、粛々と行われております。 

 

日本の残虐行為はあったが、その後親切な行い

もあった 

残虐行為は、フィリピンでは発生いたしまし

た。しかし同時に、その後、親切な行為もたく

さんありました。私どもはさらにこのような親

切な関係、よき関係を両国間で拡大したいと思

っております。なぜなら私どもがいいほうでパ

ートナーシップを強化すれば、目標に早く到達

することができるからです。それが私の国民に

対する義務だと考えていますし、フィリピン国

民の多くも同じように考えています。 

日本と国交を樹立してから 59 年経過いたし

ましたが、キャパシティーはよくなっており、

高まっており、友人関係としてサポート関係は

どんどんよくなっております。 

ハイアンの台風が発生したときに、救援を宣

言し駆けつけてくれた最初の 5カ国の中に、日

本は入っています。約 1,000 人の自衛隊員が直

ちに派遣されました。アメリカも来てくれまし

た。インドネシアからも救援がありました。日
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本、アメリカ、インドネシアが最初の 3カ国だ

ったと思います。ニュージーランドとオースト

ラリアを含めて、これがトップ 5カ国です。も

し順番が間違っていたら大変失礼いたしまし

た。ともかく多くの国が来てくださったという

ことです。 

改めて、過去を覚えておくことはいいことで

あり、何が起こったかを覚えておくことはよい

ことです。必ずしもよい関係ではなかった時代

も覚えておくことは大事ですが、最善のこと、

できる限りのことを行って、そのような悲劇が

繰り返されないようにすることです。もし関係

が転換をして、サポートと友情関係に変わった

のであれば、今度はその方向をキープし、全て

の国民の暮らしをよくする方向に努力するべ

きです。 

 

司会 ありがとうございました。最後に、きょ

う大統領には控室で揮毫をいただきましたの

で、皆様にご紹介します。 

“The difficulties of life evaporate amidst 

the support of true, loyal and dependable 

friends.”「人生のいろいろ難しい問題は、真

の、忠実で頼りになる友人が手を差し伸べてく

れることで解消する」、こういうふうにお書き

になっていただきました。 

せっかくですので、29 年前にお母さんのア

キノ元大統領の揮毫をこちらに持ってきまし

た。こちらです。“In pain and sorrow I have 

never been alone. Many thanks, dear Lord.” 

「苦しみと悲しみの中でも私はひとりではな

かった。神のご加護に感謝します。1986 年 11

月 13 日、コラソン・アキノ」と、ここに署名

があります。 

きょうはどうもありがとうございました。

（了） 

 


