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■定例会リポート（２０１５年７月２５日） 

東アジアの分断と和解 

日中韓朝ロの平和と協調から見えてくる潜在力 

羽場久美子さん 

（青山学院大学国際政治経済学部教授／東アジア共同体評議会副議長） 

 安倍晋三首相の戦後70年談話は中国、韓国、北朝鮮から
激しい非難を浴びる結果こそ招かなかったものの、主語にあ
いまいさを感じさせる言い回しに加え、戦争責任や植民地支
配についての言及がないことから、3国で大きな失望が広がっ
ているのが実情だ。鳩山由紀夫（友紀夫）元首相が東アジア
共同体構想を打ち出して数年。日中、日韓の間では、尖閣諸
島（釣魚）や竹島（独島）、従軍慰安婦をめぐる問題のあつれ
きが強まり、核問題を抱える北朝鮮は韓米との緊張が高まり、
盟友国・中国とも対米政策を巡り対立があるように見える。東
アジアの共同は現実性のないものなのか。青山学院大学教
授、グローバル国際関係研究所所長の羽場久美子さんに、メ
ディアの問題も含めて、共同への道筋を語っていただいた。
（編集部） 

 こんばんは。青山学院大学の羽場久美子と申します。貴重
な会にお声をかけていただき、ありがとうございます。アジア記
者クラブ主催ということで、マスコミの方も何人かいらっしゃる
ということだったので、急きょ、最初の10分ほどはメディアの問
題について話させていただき、その後アジアの地域統合、東ア

ジアの分断と和解の話をさせていただく、ということでよろしく
お願いします。ここ10年ほどは、アジアの地域統合の問題を
扱っており、鳩山由紀夫先生や孫崎享さん、大西宏さんや金
子勝さんなどとご一緒することも多いので、今後も問題をとも
に考えていければと思っております。 
 
■マスコミに物申す 
 少し大上段にかぶって「マスコミの姿勢を問う」と書かせて
いただきましたが、最近のマスコミ報道は様々な圧力もあり、本
来のメディアのあり方とは少し違ってきているのではないか。そ
の結果、アジアの問題あるいは世界の協同を考える際に、むし
ろそれを阻む方向で働いているのが最近のメディア報道のあ
り方ではないだろうか。ということで、メディアの方々の懐も借り
ながら、最初に危惧する点について問題提起させていただき
たい。 
 今年は第2次世界大戦後70周年、昨年は第一次世界大戦
勃発100年、冷戦終焉25周年です。8月15日が近づいてきて
おり、終戦、戦後を考える重要な年に問題の多い法令が次々と
通っている。とりわけ最近の安保法制の強行採決については、
大変憂いている。この間長谷部先生や杉田先生など学術会
議でご一緒しているような憲法学や政治学の先生方が、明ら
かに違憲であると言われたにもかかわらず、衆院の平和安保
法制特別委員会で強行採決され、衆院でも採択されてしまっ
た。現在、政治学者、法学者だけでなく、さまざまな学者層も含
めて、違憲の可能性がある法律を拙速に通すのはあまりにも
問題が大きい、もっと慎重に議論すべきではないかということ
で、7月時点で署名が200人を超えて集まっている。（9月現在
13700名） 
 そうした中で、日本のマスコミの報道が自制的すぎるのでは
ないか。東アジア共同体の可能性はなくなりつつあるのではな
いかとアジア記者クラブの定例会案内に書いておりますが、そ
の背景には、中国や韓国、日本の世論の8割が、お互いが嫌い
であるという世論調査の数値がある。でも、私のゼミに来る学
生や授業を取る中国人や韓国人からはそうしたことは全く感
じられない。ちょうど反日暴動の直前2012年の8月末に中国に
行ったが、北京天安門周辺の人々は穏やかで親切であった。
学生たちも韓国の留学生は友好的で反日とは見えないとい
う。つまり市民のレベルとは全く違う世論調査結果が、互いに
圧倒的に嫌いだという数値となってしまう。そうすると、あっち
がそんなに嫌いなら、こっちだって嫌いだという相乗効果となっ
てしまう。 
 
■ＢＢＣの報道姿勢 
 私はもともと欧州国際政治の研究者なので、欧州のマスメ
ディアはどのようなものだろうかというところから考えてみた
い。日本のメディアは自由な意見を果たして言えているのだろ
うか。私はロンドンに1年間、またハーバード大学に1年間滞在
していた。ロンドンではBBCの方と何回かご一緒する機会があ
り、またBBCで話をする機会もあった。BBCの姿勢は非常に特
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徴的で世界で一番興味深いメディアだと思う。その最大の特
徴は、対立する双方から意見を聞くという姿勢である。政治は
常にA対B、B対Cという二項対立関係が大きい。BBCはAとB
が対立している時には、必ずAにもBにもインタビューに行っ
て、その両者に意見を聞いたものを報道する。対立している二
つの意見を報道することによって、視聴者にその判断を委ね
る。 
 たとえばイスラムのテロがあるような場合、一般的な欧米の
意見だけでなく、アルジャジーラと組んで、イスラムテロリスト組
織にも必ずインタヴュ—を入れる。それを報じることによって彼
らの目的を明らかにし、それを私たちがどうとらえるのかという
ことを伝えていく。そういう姿勢が常にあった。BBCは四十数ヶ
国語で放送されており、問題が起こると必ずその国の言葉で、
その国の人たちに語らせる。マスコミ報道の一番の基礎、表現
の自由の基礎は異なる真実を伝えるということにあるのではな
いかと思う。どちらか一方が白、一方が黒ではなく、真っ黒だと
思われているところにもマイクを持って行って、彼らの意見を聞
く。BBCはそうしたメディアリテラシーを持っている。 
 ちょうど昨年、ウクライナのキエフの国際会議に行った時に
もBBCの報道官が来てインタヴューをしていた。キエフには
NATO事務総長やクリントン、ブレアやEU委員長のバローゾら
がキエフに結集していた。その中でBBCの質問者はどこに対
しても非常に厳しい切り込みで質問し、その質問に答えるそれ
ぞれの立場から視聴者は判断する。そういう姿勢をキエフでも
感じさせてもらった。 
 
■大統領予備選挙の政策論争 
 もう一つはアメリカのメディアである。ちょうど民主党の大統
領予備選挙の時に私はハーバードにいた。大変面白かったの
が、みなさんご存知かもしれないが、民主党からの大統領予備
選挙の候補者討論会である。大統領候補が数人から10人い

て、候補者同士でTVの視聴者の前で、民主党の政策論争を
する。ズラリと並んだ候補者は、矢継ぎ早に数十ほどの質問が
出てきて、その質問に対して次々と数字を挙げながら政策論争
をする。議論する。説得的に話せなかったり、データが足りな
かったり、数字を覚えていなかったり、という人たちは次々と落
ちていき、最終的に、説得的にデータを挙げて話せて、国民の
圧倒的な支持を得られる人がその党の最終候補者となり、大
統領選挙に出る。 
 それを体験し、これは絶対に日本でもやるべきだと思った。
自民党の議員はそこまで自民党内部で政策論争できないか
もしれない。しかしそのような形で政策論争をやるということ
は、まさに個々のオリジナルな政策立案能力が問われる。そう
いう機会を日本のマスコミも与えるべきである。 
 また、ハーバードで非常に感じたのは表現の自由の重要性
だ。何を言っても、何を議論してもそれが本質的なものであれ
ば許されるという表現の自由。政府批判も政府の軍事行動批
判も自由であるというのは2大政党制ゆえの利点であろう。説
得的でオリジナリティが高ければ、そのためのインスティテュー
ト＝研究所ができたりして、さらに研究が進んでいく。時にはそ
れが政権にも取り入れられる戦略となる。自由報道の在り方と
いうものを、英米のマスコミから、学んできた。 
 
■日本のメディアの自粛 
 その点では、この間の日本の報道のあり方は、非常に抑制
的で、本当にメディアリテラシーが実現されているのだろうかと
懐疑的になる場合も多々あった。安保法制が通る日に、つけた
テレビで衆院特別委員会の強制採決を報道していたのは日
テレだけ。NHKもどこもまったく放送していなかった。次の日、
衆議院本会議でも可決。赤裸々に報じないことで人々が考える
ことを辞めていくとしたら、危ういのではないか。 
 森広さん（当日司会）からは、最近、「朝日とか琉球新報など
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はつぶれてしまえばいい」という意見がマスコミの側から出て
いるということを聞いて、非常に危ういことだと思った。表現の
自由の要求が最初に出てきたのは、フランス革命における市
民の声の反映である。表現の自由とは、まずは王権、それから
宗教—カトリックという権威に対して、国民や市民の意見をどう
反映するのかというところで命がけで出てきた。権力と同じも
のをマスコミが報道していくということであれば、マスコミの本
来のミッションとは異なる。たとえ政府が圧倒的多数派を占め
ても、マスコミの使命は、異論を持つ市民の意見を反映し、権
力の問題点や解決すべき点を提示していくことではないかと
考える。 
 今年は戦後70年だが、戦争前夜とも言われる。紛争の危機
が近づくと、大学教授も含めてあらゆる人が自制してだんだん
と口をつぐんでいく。口をつぐんでいった後に戦争が勃発して、
本当に何も言えなくなってしまう。そのような状況になる前に、
自由な意見が言い続けられる社会を大学で、メディアで維持し
ていくことが、大学やメディアの責任であろうと思う。最近、企
業に呼ばれることも多い。企業の方々からもSOSが出てきてい
る。「何とかしてください。中国と貿易ができなくなって赤字に
なっている。もっと周りの国と貿易ができるような環境を作り直
してもらわないと困る」と特に中小企業の方々から言われてい
る。その意味では企業とも連携できると感じる。企業は安定と
平和がなければ儲からない。安定して平和で繁栄するアジア
を協同で作っていきたい。メディアは専門外だが、若干、危惧
することがあったので最初にお話させていただいた。 
 では本題に入らせていただく。 
 
■大国のパワーシフト(大国の興亡)とナショナリズム、領土不安 
 「大国のパワーシフト（大国の興亡）とナショナリズム、領土
不安」というテーマです。グローバル化の中で日本はどうした
らいいのかということを、みなさんと一緒に考えていきたい。 
 現在、21世紀になってまだ15年間ですが、この15年間に世
界を転換させるようなさまざまな出来事が起こっている。学生
にも言っていますが、この15年で、みなさんが政治経済あるい
は公民で学んできたことが大きく転換しつつある。これを「パ
ワーシフト」と言う。「パワーシフト」とか「パワートランジション」
という言葉を最近、マスコミでも見聞きすることがあると思う。
大ざっぱに言えば「大国の興亡」ということである。大国が徐々
に衰退して、次の大国に移行しつつあるかもしれない状況であ
る。それをマクロに考えてみたい。 
 ローマ帝国というのは何年くらい続いたか、みなさんご存知
か。500年続いて滅びた。一千年の半分がローマ帝国の時代
であった。大英帝国はどうだろうか。これも結構長くて、300年く
らい。17世紀の末から20世紀、ウエストファリアができるあたり
から徐々に大英帝国の影響力が高まってきた。それに対してア
メリカはまだ100年もない。アメリカが影響力を拡大したのは第
一次世界大戦後だから、あと2年で第一次世界大戦終了から
100年になる。だんだん大国の支配のスパンは短くなっている。
パックス・ロマーナは500年、パックス・ブリタニカが300年、アメ
リカは100年、もちろんあと100年くらい続くかもしれないけれ
ど、それもどうなるかわからない。ハーバード大学のジョセフ・ナ
イに「アメリカはあと100年続かないかもしれない」と言ったら、
ナイは「100年後は、自分は責任を持たない」と言って笑ってい
た。あと40〜50年はアメリカの時代に責任を持つつもりでアメ
リカのブレーンたちは頑張っているのだと思う。 
 ことほどさようにアメリカも現在ディクライニング＝衰退＝し
つつあるということは当のアメリカ人によっても言われるように
なった。もちろん、今日明日のことではない。先ほど言ったよう
に、あと100年続くかどうかというような状況の中にある。これを

生み出した転換点を7つ挙げてみた。最初の4つが先進国の衰
退を表し、次の3つが中国やインドやアジアの経済発展である。 
 
■先進国の衰退 
 最初は21世紀に入ってすぐ、2001年の9・11。この時、パー
ルハーバー以外、アメリカ国内が攻撃されたことがないという
状況下で、ニューヨークの真ん中にある世界貿易センタービル
が旅客機によって追突され、二棟とも崩壊してしまった。そし
て、飛行機がペンタゴンに突っ込むという事件も起きた。これら
は非常にアメリカ全体を震撼させた。それまでの冷戦期は核と
核、ミサイルとミサイルが対峙するハードな安全保障だった。非
常にマクロな世界でソ連とアメリカが対峙していた。冷戦が終
焉して起こった9・11というのは、旅客機で、そして小さな銃か
小さなナイフで世界経済の中心、ニューヨークの中心を脅かし
うるという衝撃だった。 
 これがいわゆるハードセキュリティからソフトセキュリティへ
の移行である。今まではミサイルに対抗して対空対ミサイルを
準備していればよかった。1兆円かけて日本も準備している。で
も、1本のナイフが自国の中枢を狙うかもしれないということか
ら、「テロリストは市民の中に隠れている」という言葉が生まれ、
みなさんが空港などでおなじみの、体中がチェックされ、バッグ
も全部チェックされるという、国家のために個人のあらゆるもの
が調べられるという状況になっていく。背番号制を促進する背
景にもなっていく。たとえば、今この部屋の中にも一人か二人、
テロリストがいるかもしれないという疑惑の中で、重要な場所
はすべてセキュリティチェックが行われていく。 
 このことは70億人の市民そのものに疑いがかけられていく
ような時代になっていくことになる。旧来、それは戦争時だけ
だった。それが平時においても、「テロ」の名目のもと、たとえば
この部屋に入るためにあらゆる人の体の検査とカバンのチェッ
クが許されるというような状況が、9・11で作り出されたのであ
る。このことが同時に「テロの時代」を準備する。現在につなが
るテロルの危険性、テロの問題が通常の政治の中に持ち込ま
れてくる。現在、ISがシリアで非常に大きな問題になっている。
ああいう人たちも欧州やアメリカから帰って来てテロリストにな
る。というように、欧州やアメリカの市民からテロリストが生み出
されてくるような状況も出てきているということになる。 
 以上が第一点目。少し詳しく説明したが、テロを口実にあら
ゆる人のチェックが正当化されるようになった、という点は非常
に重要である。 
 二つ目が9・15。やはり9月で、夏が終わってホッとしたところ
でいろいろ起こるのかもしれないが、2008年にリーマン・ショッ
クが起こった。これは経済のレベル。一点目は安全保障のレベ
ルで、アメリカは世界の軍事力を握っているにもかかわらず、1
発の銃声、一本のナイフでその中枢が狙われるという恐怖感。
二点目は世界の金融や経済の中枢が、再びアメリカにおいて
揺るがされ始めた。 
 リーマン・ブラザーズは世界の5本の証券会社の4番目。世
界の金融の4番目だったリーマン・ブラザーズが競争に負けて
崩れていく。そういうトップ争いの競争の時代が起こってくるこ
とになる。リーマン・ショックの結果、日本では日航がつぶれた。
ゼネラル・モータースがつぶれた。トヨタがその収入を半減させ
た。そういう形で世界のトップクラスの企業にも圧倒的な影響
を与えた。ゼネラル・モータースも日航も、世界のトップ企業で
あっても競争に負ければ破産するという状況が表れたのが
リーマン・ショック。これらは政府の資金注入によってよみが
えったものの、このショックは非常に大きかった。世界のトップ
のし烈な争いが始まり、その争いに負ければ、2位であっても4
位であっても崩れ去る可能性があることを示した。そしてそれ
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がドル危機、世界金融危機へと広がっていったのである。 
 三番目は2010年からのユーロ危機。ドルの基軸通貨に代
わって第二の基軸通貨になろうとしたユーロは、ドルが1に対し
て0・8くらいから始まった。一時はドルの1・5倍ほどの力を持っ
た通貨になったが、その後にユーロ危機が始まり、現在までそ
の余波がずっと続いて、PIGSの停滞からギリシャ危機にも
至っている。 
 これらをみると、先進国がまさに21世紀に入ってから非常に
揺らぎ始めているということが白日の下に明らかになってきて
いる。 
 
■東北大震災の世界的余波 
 4番目はちょっと性格が違うが、3・11の東北災害。これは自
然災害ではないかといわれるかもしれない。しかしその半年後
にハーバードに行って、このショックがいかにアメリカで大き
かったか、ヨーロッパで大きかったかということをまざまざと体
験した。なぜかというと、欧米の近代というのは、自然を克服し
て人智が地球を支配できるという考えのもと、まずは羅針盤や
航海術の発明があり、植民地を獲得する旅に出て行く。近代と
はまさに、自然を克服して人智が世界の頂点に立つということ
であった。にもかかわらず、日本ほど科学技術が発達した国で
たった1回の大津波と地震で大きな事故が起こり、その後の原
発事故の影響がプルトニウムの拡散などによってプルトニウム
半減期2万5000年年とかウラン238の半減期が45億年とかと
いう非常にマクロな流れの中で検討していく必要性が明らか
になったのも、この3・11の事件だった。 
 それ以降、原発研究や地震研究などが世界中で行われるよ
うになった。みなさんご存知でしょうか、不思議な気がするかも
しれないけれど、いま世界中の科学者が一丸となって扱ってい
るのが「フューチャー・アース」＝「未来の地球」をどうするかと
いうことである。つまり、ウランの半減期の45億年後を待たずと
も、人間が滅びた後、私たちは次の生き物に自信を持って美し
い地球を渡せるのかということが、この福島の事故で明らかに
なったということである。原子力の問題に限らず、自然に対して
人類が地球に果たす責任と役割ということが、この4番目の東
北震災によって語られるようになった。 
 ここまでが先進国の危機である。これに対して、5，6、7は、新
興国の状況である。よく言われることだが、先進国の危機をも
のともしない形で中国、インド、アジアの経済発展が起こってき
たのが2010年以降のことだった。ここ5年ぐらいのことである。
現在、中国経済も「頭打ち」と言われているが、それでも7％台
の成長。日本やアメリカは回復したと言われながら、1％台か
2％台なので、毎年5％台ぐらいの差がどんどん開いている。こ
れがまさにパワーシフト、先進国が衰退しつつあり、それに関係
ないかのごとく新興国が成長しているという現象である。 
 
■領土対立と、地域協力 
 6番目はバッドニュース、7番目はグッドニュース。悪い
ニュースとしては各国におけるナショナリズムの強まりがある。
ナショナリズムが強まっているのは、まさに先進国が衰退の危
機にあり、にもかかわらず新興国が著しい勢いで成長している
中で、その境界線上で対立が起こっているということである。
後でも触れるが、第一次世界大戦、第二次世界大戦は、この
パワーシフトの結果、辺境の領土をめぐって戦争が勃発する。
だから、「戦争前状況」と言ったのは冗談ではなく、第一次大戦
前状況に非常によく似てきている。尖閣、竹島、北方領土など、
私たち日本は隣国3国と、ほとんどの境界線で領土を争ってい
る。それがここ4、5年で非常に大きな問題になってきており、集
団的自衛権とか今年の安保法制など、戦争を準備する法令

が、次々と衆院を通過している。これはある意味で政府の側か
らすれば必然で、アジア新興国のキャッチアップに対して、それ
を防御しようとする姿勢が日本にもアメリカにも出てきていると
いうことである。 
 他方でグッドニュースは、ナショナリズムが強まっているにも
かかわらず、地域協力が進んでいるという事実だ。先ほど、森
広さんから「東アジア共同体は頭打ちではないか」とのお話が
あり、私も東アジア共同体は頭打ち状況だと思うけれど、そう
でない地域共同体とインフラ整備がいま、西や南に向かって広
がっている。たとえば中台FTA。中国と台湾はイデオロギー的
には対立しているけれど、FTAはお互いの政府、企業の利益
から要請が始まっていて、台湾では「中国となぜやるのか」とデ
モが起こったりしているが、双方の国の利益をめざし進展して
いる。 
 あるいは米中接近＝G2とか、今年非常に問題になっている
アジアインフラ投資銀行（AIIB)は、中国が提唱したところアジ
アのほとんどの国が参加し、イギリス、ドイツ、フランス、ヨーロッ
パの国々の多くが参加して、むしろ日本とアメリカが孤立して
いるような状況になってきている。さらにASEANの経済共同体
が2015年今年末に実現される。東アジアで領土問題で緊張
が始まっている時にASEANは経済共同体を進めつつある。そ
して非常に新しい問題として、中国は2014年以降「一帯一路」
＝シルクロード構想＝を打ち出している。シルクロード構想は、
中国の首都から中央アジアを通り、中東を抜けて欧州に広が
るライン。その壮大なシルクロード構想をいま中国は、欧州と協
力し、中央アジアと協力しながら、シルクロードのインフラ整備
でどんどん西に道をつくり始めているということである。「東で
協力ができなければ西と共同」という方向に進みつつある。 
 だからこそ、最初に申し上げた「マスコミの姿勢を問う」とい
うところで、「もし東アジアの共同体の可能性がなくなるなら
ば、日本のさらなる衰退と長期的な孤立を決定づけるのでは
ないか」と申し上げた。 
 日本と中国がうまくいかないということは、日本企業にとっ
ても日本国民にとってもマイナスである。それだけではなくて、
中国が今後西側との連携を強化していき、中央アジアやイン
ド、ヨーロッパまでがもろ手を挙げてそれを歓迎しつつあるとい
う状況になれば、日本は極東の島として孤立していく。 
 去年、EUの経済総局長が百数十の企業を連れて日本に
やって来た。青山学院大学でも講演をしてもらい、その後外務
省に来て話をしたけれど全然何もまとまらなかった。しかしその
後中国に行ったところ、100数十社と提携する企業が次々と出
て契約を結んだ、と帰国後連絡があった。日中FTA、日欧FTA
がなかなか進まない間に、EU、韓国、中国は次々に、自国が若
干損をしても共同WinWinで行く、という状況である。 
 日本の外務省が日米同盟を重視するのはいいが、それだけ
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に固執していると、中国が西側に向けてシルクロード構想を発
展させているということが見えない。またマスコミも報道しない
ので市民も見えない。こうした日本の「知のガラパゴス化」に対
して非常な危機感がある。日本の真の国益を政府が考えるな
ら、まさにこうした経済的な国益を第1に考えていかなければな
らない。このようにみてくると、21世紀に入りたった15年間、そ
れも特にこの5年間で加速的に、歴史的なパワーシフトが進み
つつある。 
 
■もうひとつのパワーシフト 
 そもそもパワーシフトとは何か。アルビン・トフラーという『第
三の波』を書いた未来学者がおりますが、彼が最初に言った
言葉である。それは先進国が衰退し、新興国が成長してくると
いう話ではなくて、もともとは別の考え方だった。90年から91年
に本が出て、日本語にも翻訳されている。トフラーは、パワーは
三つの要素からなるとした。軍事力、経済力、知力である。知力
はITとか科学技術力を言う。このパワーの三角形はそもそも、
近代化＝モダニゼーション＝そのものである。近代化それ自
体が、富国強兵と科学技術という3つのパワーからなり、日本も
明治期以降その発展に力を注いできた。 
 ところがトフラーはこの三角形の力の移行過程に着目する。
この三つのパワーは近代化において極めて重要な役割を果た
してきた。軍事力は19世紀に決定的な力を持った。軍事力で
植民地を拡大し、欧州は世界に帝国としての覇権を築いて
いった。しかし軍事力は敵を作る。だから新しい時代にはふさ
わしくない。20世紀においては軍事力より経済力の方がより大
きな力を持つ。経済力、貿易は「ウインウイン」が原則であるか
ら。どちらか一方がずっと赤字であれば、その貿易は成り立た
ない。儲けさせて自分も儲ける。いま、政治的な対立から中国と
の貿易がうまくいかなくて中小企業の方々が悲鳴を上げてい
るように、両方が儲けて成り立つ世界なので、経済力は20世紀
から現在にかけて極めて大きな意味を持っている。 
 トフラーは1991年の時点で、21世紀に重要なのは知力であ
ると予測した。知力(＝知識、IT情報力)というのは総合力を持
ち、世界展開力を持ち、そして継続性を持つ。ITと科学技術力
こそが21世紀を引っ張っていくと。パワーは軍事力から経済力
へ、そして科学技術力へシフトしつつあると述べた。それがパ
ワーシフトである。これはトフラーだけでなく、その後、非常に著
名なアメリカの国際政治学者のジョセフ・ナイが「ソフトパワー」
という言葉で明らかにした。軍事力だけでなく、社会に影響力
を与えるような文化力、知力あるいは人権といったことが21世
紀には極めて重要になると。「スマートパワー」という言葉も同
じ。21世紀においては、たとえアメリカが世界の軍事力の半分
以上を占めていても、経済力でアジアが力を発揮してくれば、
アメリカの力は徐々に衰退に向かっていく。知力を手にしない
と、気候変動や原発の問題、あるいは地球温暖化で北極海の
氷が溶け始めているような状況の時、それをどのようにオーガ
ナイズしていくかということがわからない。現在、世界中の指導
者たちは、軍事力、経済力から知力へという流れ、21世紀の知
の重要性を非常に重視している。 
 
■世界戦争とパワーシフト 
 もう一つ言わなければならないのは、第一次世界大戦、第二
次世界大戦がパワーシフトで始まった戦争であるということ
だ。第一次世界大戦はハプスブルク帝国の皇位継承者フラン
ツ・フェルディナントをセルビアの「黒い手」というグループのプ
リンツィプという若者テロリストが暗殺したことから始まった戦
争である。ゾフィーという婚約者も暗殺された。その時、ハプス
ブルク帝国は開戦に際し何と言ったか。セルビアに宣戦布告

する時、「この戦争は1週間で終える」と言った。そもそも世界
戦争のつもりではなかった。辺境地ボスニアにおけるセルビア
のナショナリストをたたく戦争を開始する。それが7月の頭だっ
た。 
 ところが、ハプスブルク帝国が戦争を始めると、ドイツ帝国が
宣戦布告し、それにイギリスが宣戦布告した。フランスやロシア
も加わって、あっという間に世界戦争になり、1週間どころか次
のクリスマスでも戦争は終わらず、4年半続いた。最終的に滅
びたのはハプスブルク帝国だった。第一次世界大戦では、ハ
プスブルク帝国、ドイツ帝国、ロシア帝国、オスマントルコという
4大帝国が崩れ、「ひとひねり」のはずだったセルビアは独立し
て、セルボ・クロアート・スロヴェーヌ王国になる。ハプスブルク
帝国から次々とナショナリズムを掲げる勢力が独立して、国家
を形成していったのが第一次世界大戦後だった。戦争を仕掛
けた辺境の新興勢力が、数世紀続いた帝国を滅ぼしたのであ
る。 
 第二次世界大戦も独ソ不可侵条約の締結後、ドイツのグダ
ンスク(ダンツィヒ)割譲要求をポーランドが拒否、それを口実と
したドイツ軍のポーランド侵攻から始まった。さらに独ソ不可侵
条約をドイツが反故にして、ソ連に奇襲攻撃をしかけたことから
欧州大戦となった。その時、世界の多くがドイツとソ連の戦争
はドイツが勝つと思った。著しく高い技術力や軍事力、組織力
を持つドイツをソ連側に向かわせたのがミュンヘン協定であ
る。それによりドイツとソ連を敵対させ、お互いにつぶれることを
予測していたが、最終的につぶれたのはドイツの方であった。
やはり新興国が勝ったのである。 
 第一次世界大戦では、最後に参加した新興国であるアメリ
カは戦勝国の側についた。つまり、パワーシフトの最大の歴史
の教訓というのは、衰退しつつある大国が戦争を始めたら、勝
てないということ。衰退しつつある大国は敗北し、新興国が
勝った。これは重要な歴史的事実である。 
 だから、アメリカは中国と戦争はしない。これは孫崎享さんも
言っていた。孫崎さんは戦略論的に、相互確証破壊（MAD）と
いうシステムがある、自分が相手に対して核戦争を仕掛けて
も、相手側が自分を破壊するだけの核能力を持たせておくこと
が重要、そうすれば戦争を始めた側は相手に徹底的にやられ
る力を残しておくことが前提なので戦争を始められない。これ
はMADと言われ、その相互確証破壊をお互いに約束すること
で、「自分がやったら自分もやられる」という中で核戦争は起き
なかった。同じようなことをアメリカは中国に対してもやる、と
言っていた。それはアメリカが生き延びる知恵である。自分が
やられないために、やらない。アメリカは二つの大戦の教訓を
学び、中国と戦争はしない。できない。 
 だとすると、可能性があるのは日中の代理戦争である。ドイ
ツ軍をソ連に向かわせたのは、イギリスとフランスのミュンヘン
協定だった。先進国は東の2大国を戦わせ、どちらがつぶれて
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もよいという戦争をやらせた。だから日中戦争も代理戦争とし
てやらせ、おそらく20世紀の戦争の教訓からいくと日本が負け
る。歴史の教訓は引っくり返ることもあるから、日本が勝つかも
しれないけれど、どちらが負けてもアジアの経済成長は頓挫す
る。そう考えると、日中代理戦争というのは意味があることなの
だろうか、ということをみなさんにも政府にも考えていただきた
い。 
 
■領土不安 
 東アジアの領土問題に話を戻すと、日本は北方領土、竹島、
尖閣という、日本の西側にある大陸のほとんどの大切な隣国
と領土を争っている。領土の問題はゼロサムゲーム、取るか取
られるかだから、一触即発の状況になる可能性が非常に強い。
領土問題は、2次元の世界の問題であるけれど、今一つは空
の問題、三次元の問題である。ADIZ（防空識別圏）というのは
岡田充さんなどがよく研究されている問題だ。見えにくい空の
ことはあまり気にならないかもしれない。海は、尖閣のそばの領
海線を中国の軍艦が侵犯しているということがすぐ話題になる
けれど、実は空の方が危ない。 
 冷戦期、日本とアメリカは、中国本土から130kmのところま
で日本側の防空識別圏を設定していた。しかし、中国が力を拡
大してくると、なぜこんな中国本土ギリギリのところまで防空識
別圏を設定しなければならないのかということで、ちょうど尖閣
を真ん中にして沖縄から130kmのところまで中国側の防空識
別圏を設定することになった。その結果現在ここでは、実は連
日、数十回から百回以上、お互いに戦闘機を飛ばしあい、ニア
ミスが1日数十回ぐらい起こっている。ハーバードで一緒にいた
航空自衛隊幹部の人によれば、いつぶつかってもおかしくない
状況だという。 
 もし、お互いにナショナリズムが高まっていて、世論調査の8
割以上が「嫌い」という状況の中で、偶発的な事故で、変な形
でどちらか、あるいは両方のパイロットが死んだら、どうなるか。
世界戦争というのは、十分に準備して始めたケースはすごく少
ない。辺境での偶発的な事故から起こる。起こったらお互いの
国でナショナリズムが燃え上がって、政府が制御できないよう
な状況になっていく。それが非常に怖いし、起こりうる状況が日
本の沖縄のすぐそばで始まりつつある。これをいかに抑止して
いくかということが極めて重要な課題である。 
 
■中露の国境の凍結 
 領土紛争は世界中にある。中国もほとんどの境界線上で対
立があり、南シナ海、東シナ海はもちろんのこと、チベット、新彊
ウイグル、インド、ベトナム等々との境界線で問題を起こしてい
る。ただ、中国の地図をじっくり見ると、国境対立をしていないと
ころがある。ロシアとの国境線だ。ロシアとの国境線については
いま、中国は紛争がない。習近平が政権に就いてから最初に
行ったのがモスクワ、プーチンのところだった。それまでもこの
国境線を凍結しようという約束を繰り返していたが、最後の最
後に、黒竜江のアムール川の中の島をどうするのかという係争
が残っていて、その島を半分にする、プーチンの「引き分け論」
で、半分にして凍結しようということになった。 
 その結果、中国とロシアの6000kmの境界線はいま、紛争が
ない状態である。これはたとえば戦国時代の戦略として考える
と、非常に大きな意味を持つ。背後の6000kmの境界線で和睦
を結んでいる。ということは、ロシアも中国もここに軍事力を投
下する必要はない。だから自分たちの軍事力は全部、南か東
か西に送ることができる。こう考えると、日本と中国の境界線を
凍結しようというのは「弱腰だ」と批判されることが多いが、境
界線の凍結は実は非常に大きな戦略的意味を持つ。そこでは

戦争はしないということは、軍事力をそこから移動できるという
ことだ。 
 ベルリンの壁が崩れた時、ベルリンの壁を挟んでソ連とアメ
リカは50万人ずつの兵力をそこに置いていた。壁が崩れた後
には、両方合わせて100万人の軍隊が、そこから中東の方に、
南の方に移動していく。そう考えていくと、境界線の凍結は同
盟関係でもあり、非常に安定的な関係を作っていくことでもあ
る。それが上海協力機構（SCO）と呼ばれる。ロシアと中国とカ
ザフスタンやキルギスなど中央アジアの国々がいま、同盟を組
んで、他の地域に対抗しようとしている。 
 
■シルクロード構想とＡＩＩＢ 
 もう一つは「一帯一路構想」、いわゆる「シルクロード構想」
である。中露の国境線を凍結して、新彊ウイグルの問題はある
けれど、いま中国が力を入れているのはインドと中央アジアの
境界線である。インドに続く境界線に経済関係を強化しようと
いうことで、いま中国は積極的にパキスタン、インド、中央アジ
ア、中東、アフリカにだぶついた元をどんどん投資する計画を
立てている。それはアジアインフラ投資銀行（AIIB）と一体と
なっている。こう考えると、中国は非常に戦略的にうまくやろう
としている。日本との間で東アジア共同体がペンディングに
なっている間、ロシアと和睦を結び、インドと和睦を結び、中央
アジアからヨーロッパまで、現在、イギリス、ドイツ、フランスとの
関係は非常によい。ヨーロッパとの関係も築きながら、何万km
にわたるシルクロード構想を始めようとしている。 
 このようにみてくると、日本は大陸の状況にあまりにもうとい
のではないかということが言える。ナショナリズムの成長の背
景に領土不安があり、その裏にパワーシフトというものがある。
日本が衰退し中国が成長しているから互いの境界線をめぐっ
て勢力の対立があるのである。しかし2010年に日本が中国に
名目GDPで抜かされて以降も、「なぜ中国ごときに負ける」と
いうプライドが、中国との連携を阻んでいる。中国から日本企
業が撤退すると中国が困る、なぜなら日本経済は「中国の経
済に大きな影響を与えているから」と日本企業は思ってきたか
もしれないが、影響を受けたのは日本の方だ。なかなか回復で
きないうちに、またアベノミクスという国内の疑似成長の魔術に
酔っている間に、中国はインドと結び、ロシアと結び、欧州と結
びつつあるというところを認識した方がいいのではないか。そ
れがアジアインフラ投資銀行であり、BRICS開発銀行だ。 
 BRICS＝ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ＝の5ヶ
国など「単なる新興国じゃないか」と思っているかもしれない
が、これらの力が合わさると、日本の力を大きく超えていく。ア
メリカと日本に対抗しうるだけの勢力になっていくということを
認識しなければならない。それが金融レベル、インフラレベルで
起こりつつある。シルクロード構想はまさにインフラ、貿易、そし
て大量の資金が21世紀のシルクロード地帯に投入され発展し
ていく、という中国の夢、アジアの夢を実現しようとしている状
況だと思う。 
 
■新興国が先進国をアタック 
 このようにみてくると、グローバル時代に新興国が先進国を
アタックし始めている、という見方が内実を持って見えてくる。
そして欧州はそれに協力している。グローバリゼーションという
のはご存知のように、アメリカナイゼーションと批判されるよう
に、アメリカがこれをリードしたと考えられてきた。まさに20世紀
はそうだったが、どうもこの15年ぐらいはグローバル化がリーマ
ン・ショックやユーロ危機を引き起こし、中国など新興国の成
長をもたらしているということになる。 
 そうなると、なぜグローバリゼーションはアメリカのために
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なっていなくて、中国や新興国のためになっているのかという
疑問が生じる。特に、先進国が頭打ちでなかなか経済回復で
きていないのに、中国、インドなどBRICSが急激な成長をして
いる。その背景で、競争力そのものの質的な転換が起こってい
ると考えられる。競争力とはもちろん、近代から経済力、軍事力
であった。私たちが明治期に司馬遼太郎の言う『坂の上の雲』
を見、戦後の復興を見て高度成長に向かっていった時は、富国
強兵により、豊かさと高い賃金、高価な物資をいかに手に入れ
られるかということだった。いまの競争力を考えると、その3条
件は「安い労働力」「安い商品」「巨大な人口」という方向に
なってきている。正反対である。 
 日本で100円ショップがものすごい勢いで広がっている。面
白いことに、アメリカでもワンダラー(1ドル)ショップ、ヨーロッパ
でもワンユーロショップが広がっていて、いろいろな人がそこに
買い物に行く。失業して高価なものが買えなくなる、1000円
だったものが100円で買えるような状況になって、そこに国民が
列をなし始めるとどうなるか。1000円の商品を作っているのは
日本の中小企業。100円で買えるのは、ミャンマーやベトナムな
どのものである。自分の国民が安い国のものを買いに行って
列をなすということは、長期的にみれば自国の中小企業のク
ビを絞めて倒産させることに加担しているということを意味す
る。 
 なぜ不況が続くのかというと、外から安い商品や労働者が
入ってくるから。労働者も同じである。1000万円稼いでいるお
父さんのクビを切って、100万円で働いてくれるような中国人、
韓国人の移民に働いてもらえれば、10人雇える。そのような形
で競争力というものが変わっていく中で、先進国の経済は高
い賃金、高い商品がネックになっていく。 
 考えていただきたいのは、先ほどの3条件は20世紀におい
ては貧困の象徴だったということである。賃金の低さ＝貧しさ、
安い商品、爆発する人口は、スーザン・ジョージがアフリカなど
について『なぜ世界の半分が飢えるのか』という本を出した時
の状態だった。それが21世紀でなぜ「競争力」になったのか。こ
こも非常に面白い点だ。変わったのは「知」の力である。なぜな
らば、アフリカを考えてみてほしい。安い労働力、安い商品、巨
大な人口とあるけれど、いまだに世界最貧国の10億人にアフリ
カ、アジアの最貧国が入っている。その最貧国の国々は、知力
が十分でない、労働者の水準が高くない、インフラが十分でな
い、ITや科学技術を導入していない。それらを導入して日本と
も戦える中国やインドは、その巨大な人口や安い商品を競争
力としてどんどん先進国をアタックしている。同じものを持って
いても、知力、科学技術力がなければ最貧国にとどまる。その
二極化を見るならば、科学技術力、教育力がいかに重要かと
いうことがわかる。 
 それを私はハーバードで体験した。いまハーバードには大量
の中国人、韓国人、ASEANの人たちが来ていて、夜中まで勉
強している。夜の12時ぐらいまで図書館にいると、周りは全部
カラードの人たちになってくる。特にアジア人が多い。ハーバー
ドは東海岸だが、私の知り合いでは「子どもを育てるためにカリ
フォルニアに行こうか」と考える人たちが増えている。なぜな
ら、カリフォルニアには多くの中国人、韓国人が来ていて、彼ら
が来ている高校は偏差値がものすごく上がっているという。一
生懸命勉強するから。アメリカ人よりも、お母さんを連れて来た
受験生の韓国人や中国人のいるところの高校が高くて、そう
いうところに行くことでいい大学に行けるという風に状況が変
わってきている。だから、アジアの人たちは経済力だけでなく、
知力のレベルでも猛競争している。若者たちがすごい。 
 それに対して日本は、不況だから、就職できないからという
ことで留学生もどんどん減っていて、大学4年生はいま血眼に

なって就職活動をしている。10年後が怖いという状況である。
まさに、知力の競争の時代に、日本人は戦いに行っていない。 
 このようなパワーシフトが起こってきている時、では何で対抗
していけばいいのか。まさに日本は技術立国である。その技
術、知力をいかに磨くかということが大切だろうし、FTAとか
EPA、東アジア共同体も含めた地域協力、いかに周辺国と結
び相互に発展していくかということが極めて重要だと思う。中
国やインドは13億から14億の人口がいながら、ロシアと結んだ
り、中国とインドが結んだりしている。いまや上海協力機構とい
う組織は28億、全地球の半分ぐらいを占めていて、中国とイン
ドなどが結ぶと30億近くになってくる。地球規模の大きな地域
協力関係がいま広がっているということである。それが一つ。 
 
■米国は中国と戦争しない 
 もう一つは、アメリカは中国とは戦争しないということであ
る。日米同盟によりアメリカは日本のことをすごく信頼している
ように見えるかもしれないけれど、アメリカにいた時、オバマと
習近平のメディアも入れない2人だけの8時間の密室会談が
あった。ちょうど民主党政権だったためか、日本の首脳とアメリ
カの首脳が会っている回数が年にたった2、3回であったのに、
中国の首脳とアメリカの首脳が会っているのはその3、4倍ぐら
い、2桁に及んでいる。そういう状況からみて、いわゆるG2＝中
国とアメリカ＝の関係がいかにこの間、緊密になっているかと
いうことを感じた。 
 アメリカはもちろん、政治的には中国封じ込め政策を取って
いるけれど、経済面ではオバマが言った200万人雇用の実現、
輸出倍増という二つのマニフェストを実現するためには、もは
や日本と結ぶだけではどうしようもない。中国、インド、ブラジル
などと結ばなければこれは実現できない。という形で経済的に
非常に新興国に接近している。 
 もう一つは、先ほど孫崎さんのいう相互確証破壊の例を挙
げましたが、アメリカはMADにより、どちらも相手を攻撃後、相
手から攻撃されることを保障することで、お互いに自分からの
戦争を仕掛けられないようにしている。冷戦期に使われた手段
ではあるが、アメリカはソ連とは戦争しないように、中国とも戦
争はしない。やれば負ける、あるいは徹底的に荒廃するような
戦争はしない。アメリカは興味深いことに、第一次世界大戦も
第二次世界大戦も、基本的には「モンロー主義」を取っており、
とくに第1次世界大戦においては最後まで戦争に参加してい
ない。第一次大戦の時はロシア2月革命が起こり、ドイツの背
後にあるロシア帝国が崩れた後、連合国の要請によって、ロシ
ア帝国の代わりにアメリカが1917年4月、対ドイツ参戦した。第
二次世界大戦も、当初対独戦にはかかわらず、パールハー
バーの日本軍の襲撃によって41年12月8日に日本に対して戦
争を始めた。第1次世界大戦に際し、ウイルソン大統領は、「民
主主義を守るための戦争」として参戦を正当化し、第2次世界
大戦に際して、ルーズベルトは、「4つの自由を守る戦争」と
言った。アメリカから積極的に仕掛けた世界大戦はない。 
 二つの世界大戦で先進国は負け、ベトナム戦争・イラク戦争
での失敗の厭戦気分もあるから、少なくともアメリカは自分か
ら新興国に対して戦争を仕掛けることはない。日本は「アメリカ
が守ってくれる」と思って日中戦争をやるだろうか。これは本気
で真面目に考えなければならない。日中戦争でどちらが勝って
も、あるいは両方とも負ければ、欧米世界にとってはアジアの
時代は来ず安泰である。第2次世界大戦で、独ソの戦争を期
待したと同様である。漁夫の利を得られるのは欧州とアメリカ。
私たちは21世紀に発展するアジアで、世界戦争をここから仕
掛けるという愚は避けた方がいいのではないか。 
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■アンガス・マディスンの世界統計 
 経済状況の話に入る。アンガス・マディスンというイギリス生
まれのオランダのマクロ統計学者がいる。このマクロ統計学者
の統計が一世を風靡した。2007年に本が出て、世界中にアン
ガス・マディスンの世界統計が広がった。彼は2010年に死んで
しまうけれど、コンピューター時代にしかできないことをやった。
毎年、次の年に各国のGDPが出る。そのGDPをマディスンは
西暦1年から2030年まで、実に2030年間の200ヶ国のGDPを
予測値も含めてコンピューターに打ち込んで統計をとった。 
 この統計で何が明らかになったのか。一点目は、いまや当た
り前の状況だが、当時は世界を「アッ」と言わせる数字であっ
た。2030年、アジアのGDPはアメリカを抜いて世界の50％を占
めると。第2に、アンガス・マディスンは、実は200年前の1820年
においても、世界のGDPの半分をアジアが占めていたというこ
とを明らかにした。200年前、ウエスタン・オフショット、すなわち
アメリカは1・9％、ほとんど何でもない数値だった。アメリカが植
民地を開拓して新しい世界を作ろうとしていた時期だ。その結
果、200年前にアジアが世界GDPの50％を占めていたことに
驚いて、マディソンは次々に近世、中世、古代とさかのぼり、実
に200か国2030年間の世界GDP統計を西暦0年からうち出し
たのだ。 
 その結果、表に見るように、西暦0年から1820年までの間の
ほぼ1800年間、インドと中国の2国だけでほぼ50％を超えてい
たということが明らかになった。1820年代から中印のGDPが
急速に落ち込んでいるのはなぜか？欧米による軍事力による
近代化、植民地化の結果である。その植民地化時代が終わっ
て、植民地が解放され、冷戦が終焉して自由な経済が再開さ
れると、中国やインドが再び上昇している。つまり、私たちの頭
の中の価値観のほとんどはこの200年間、近代の価値観でで
きているけれど、この200年間というのは歴史の中の一こまに
すぎず、2000年の歴史のほとんどはアジアが世界経済の多く
を占めていた、ということである。私たちアジア人からしてみれ
ば、言われてみればそうですね、ということ。それを統計で立証
した。中国4000年の歴史があり、インドやオスマントルコ、ペル
シャ、あらゆる文明の発祥の地は基本的にアジア。いかにアジ
アの文明の時代が長かったか、私たちの頭はいかにこの200
年間の狭いところで「知」というものが先入観を持って構成さ
れてきたかということを、アンガス・マディスンの統計は明らか
にした。 
 
■中国のＧＤＰ、日本を抜く 
 彼はこれらの統計を示して、アジアの経済発展は奇跡では
ない、200年前に回帰しつつあると。そしてこの200年間という
のはまさに欧米の近代化と技術革新であって、技術革新がア
ジアの手に至る過程の中で、アジアは再び世界の頂点になり
つつあるということを示した。マクロな統計は私たちに大きな発
想の転換をもたらしたのだ。 
 現在、これはよく知られていることだが、パワーシフトの関係
で確認しておくと、2010年に中国と日本のGDPが入れ替わり、
中国が世界第2位に、日本が第3位になった。抜かされた時は
4000億ドル程度のほんの小さな差だったが、アベノミクスが始
まった2012年からの1年間で、2013年、中国のGDPは日本の
2倍になった。実は2013年6月に出た2013年のGDPを楽しみ
にしていた。アベノミクスで日本経済はもう少し回復しているの
ではないかと思ったからである。しかし日本経済はむしろ大幅
に落ちていた。中国は頭打ち、頭打ちと言われているが、逆に
非常に伸び、日本の2倍になった。円を増刷して日本国内だけ
で好景気を作っている、円安の結果でもある。私たちの発想が
いかに「井の中の蛙」であるかということを示すのが、こうした

統計である。円安の好景気は世界経済から見れば日本の国
力が大きく落ちているということである。 
 ただ、これらは国家のレベルでの数値である。地域統合のレ
ベルで考えると、日中韓とASEANを足すと、およそアメリカに
並ぶ。これも数字のマジックだが、ASEANプラス3＝日中韓を
足すと、およそ世界経済の30％弱ずつ、米・欧・ASEANプラス
3というトライアングルで釣り合う形になる。これが地域統合の
メリットである。ヨーロッパはもはや一国では世界第4位以下で
ある。日本はインドにPPP（購買力平価）ベースのGDPで抜か
れ、ドイツ、フランスはロシアやブラジルに追い上げられている。
しかしEU28ヶ国を統合すればアメリカより高い。EUはユーロ
危機の間中、アメリカより高いGDPをもって世界的な発言力を
維持している。同様に考えれば、アジアでも地域経済でまとま
れば大きな発言力を持つことができる。それをやろうとしている
のが中国である。中国は当初、日本や韓国と結ぼうとした。し
かし日中韓の東アジア共同体は障害が大きすぎる、ということ
でいま、西に向かいつつある。BRICS諸国を全部合わせると、
およそASEANプラス3と同等である。新興国の勢いは著しいも
のがある。決して侮ってはいけない。 
 このように考えると、ちっぽけな領土をめぐってナショナリズ
ムを高め紛争状態を起こすことに比べ、アジアが経済的に連
携することはいかにメリットがあるかということがわかると思う。
でも、少なくとも日本ではなかなかそういう状況になっていない
のも事実である。だからこそ中国は東アジア共同体をあきらめ
てAIIB＝アジアインフラ投資銀行という形で西の新興国に投
資をしていくという方向に向かい、新たなシルクロード構想、一
帯一路構想で、およそ100年間かけて中国からインド、中央ア
ジア、中東、中東欧から西欧に至るまでのインフラを整備して、
地球の半周を結ぶ経済領域に着手しようとしている。日本はア
メリカに遠慮してアジアとの連携ができないできたが、最近は
財務省内部でもAIIBに加わった方がいいのではという意見が
出ているし、アメリカでもAIIBを容認しようとする意見も出始め
ているように、現状のままだと日本とアメリカが孤立していくよ
うな可能性もないわけではない。 
 アジアの経済的な潜在力は著しいものがある。2010年ごろ
からこの5年間にさらなる変化が起こっているので、ほとんどの
みなさんは注意しなければあまり実感が湧かないかもしれな
い。1990年のアジアには1億の中産層しかいなかった。だいた
い日本の人口と同じ中産階級がアジアの30億人の地域にい
た。それから20年たった2010年にはいまや15億人の中産層、
2015年には19億を超える中産層がアジアにいると言われる。
19億人といったら、アメリカとEUと日本の全人口を合わせたも
のの2倍である。それがアジアの中産層。この1割が高額所得
者層となると言われていて、日本の人口をこえる2億人の高額
所得者がアジアに生まれる。その人たちが銀座で爆買いをして
いる。 
 いま現金で1億円を持っている層は、日本がパーセンテージ
としては一番高い。1％ぐらいと言われている。しかし5億円以
上持っている層では、中国とアメリカが日本をしのいでトップに
なっている。いま中国はものすごい二極分化をとげている。 
 このようにアジアの成長は著しい。2015年にはアジアは
NAFTAやEUを追い越す。2020年までには、生産だけでなく、
膨大な「消費市場」になっていく。加えて、いま中国のGDPの
半分が貯蓄に回っている。家計、お財布のレベルでも4分の1
＝25％を貯蓄に回している。日本は貯蓄率がすごく高いと言
われてきたが、自分の財布を開けても「ちょっとないな」と思う
けれど、いまの貯蓄率は3．3％でアメリカに並んで低い。それも
切り崩している人たちが多い。完全に主客逆転しているような
状況である。そうしたGDPの半分の貯蓄の余剰をインフラ投
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資に使っていると考えると、恐ろしいものがある。この夏、中国
の株が大暴落し、元が切り下げられたのは、こうした中国の成
長に警戒感があるからでもあろう。 
 北京の影響力はアジアに広がり、大西宏先生らはワシント
ン・コンセンサスに対して北京コンセンサスという言葉を使って
いる。ワシントンやIMFはお金を貸す時にたくさんの条件をつけ
る。民主化できているか、市場化されているか、腐敗はどうか、
どれぐらい自由度は高いのかということを問う。それらの条件
が満たされないと貸さないので、必然的に借りるために国内の
政治を変えていかざるを得ない。しかし、中国は、それらは内政
干渉であるとし、あり余ったお金をドーンとウクライナやアフリカ
に何の条件もつけずに投資して、その代わりに中国との友好
関係を確立しようというような形なので、新興国の多くはそれ
を歓迎している。欧米的秩序に変えれば金を貸すという米欧
方式に反発もあるからである。その影響力の大きさはすさまじ
いものがある。これを戦略的にどう使っていくかということは、
日本にとって極めて重要なことになる。 
 
■アジアの地域協力の現状 
 問題は何か。ということで、まとめと、地域統合の分析に移っ
ていきたい。このようにみてくると、対立している場合ではない
ということがよくわかると思う。このままいくと日本だけが不利
益を被る可能性がある。アメリカも欧州も中国と結んでいる。安
全保障では結んでいないが、経済面では強く連携している。ア
ジアインフラ投資銀行に欧州の多くの国が参与しているし、ア
メリカは「G2」ということを打ち出し、戦略論としても米中の直
接折衝に入っている。 
 そうした中で、経済的にASEANプラス3でやればアメリカに
並ぶ経済力を持つにもかかわらず、日中韓が対立し続けてい
るのが現在の状況だ。これは誰にとって利益があるのか。少な
くとも日本にとっては何の利益もない。なおかつ、尖閣、竹島＝
独島、北方領土と、近隣3国すべてと領土を巡って対立してい
る。北朝鮮には核があり、6者協議からも脱退し、話し合いと条
約で制御できないような状況になっている。中国も軍事力の拡
大があって、国境線でも空でも一触即発の状況になっている。
まとまれば世界トップ、対立すれば局地戦争の危機という、極
めて二極的な分かれ道に日本は立っていると言える。 
 先ほど述べたように、欧州は統合することで世界一になっ
た。しかしアジアでも実は多くの人が知らない間に13ぐらいの
地域統合組織ができている。これは実際、ほとんどの人が知ら
ない間に進んできた。なぜならたいていのものが21世紀に入っ
てからの15年間、とりわけここ5年間で増え続けているからであ
る。一番知られているのがASEANで、今年末には経済共同体
ができる。しかし基本的に機能しているのはこれだけで、
ASEANプラス3は既に対立関係にある。ASEANプラス6とい
う、インド、オーストラリア、ニュージーランドを加えた組織はアメ
リカが支持しているものである。ASEANプラス10という拡大外
相会議がこの外にありアメリカが入っている。2010年にオバマ
はAPECの会合でASEANプラス8というものを提案した。「8」
というのは「6」に2ヶ国を足したもので、これにアメリカとロシア
が入る。機能しない=させないASEAN+3に対して、インド、オー
ストラリア、NZ（ニュージーランド）、アメリカとロシアがちゃっか
り入ってASEAN+8ができている。ASEAN10があり、ARFがあ
り、上海協力機構、南アジア地域協力連合（SAARC）やあらゆ
るものができて、これをスイスの学者は「ヌードル・ボウル」＝う
どん状態と呼んでいる。何が何だかわからない状況。これを
作っているのはアメリカである。よく分からない状態をつぎつぎ
に作って米国とロシアが入り、他方でASEAN+日中韓はうまく
いかない状況を作っている。 

 ASEANほどではないが、うまくいっている巨大組織が二つ
ある。SAARC(南アジア地域連合)とSCO（上海協力機構）で
ある。インドとパキスタンは互いに紛争状態にあるが、この両国
にバングラデシュ、イラン、ネパール、ブータン、モルディブ、アフ
ガニスタンが入り地域協力を進めている。SCOはロシアと中国
と中央アジア、これもお互いに対立を抱えつつ軍事・経済同盟
を結んでいる。実はあとの「ごちゃごちゃした組織」にみえると
ころにはほとんど、アメリカ、ロシア、EUが入っている。知らない
間にアメリカはこの13の組織の中の6つに入っている。つまり、
アジアの組織の半分に入っている。それがアメリカの戦略であ
る。すなわち「東アジアにピボット=軸足を置く」とか「リバランス
＝アジアのバランスを整える」という形で、アジアに積極的に
軸足を置き東アジア再編を望んでいるのである。その目的は
何かというと、アメリカの経済回復である。アジアの経済成長
に乗りアメリカの経済を復興させようとしている。EUも同じであ
る。先進国米欧がアジア経済に依拠して経済回復を実現して
いるその時に、日本はアジアの経済成長に乗らず対立して経
済的に苦しんでいる。それでいいのだろうか。 
 アメリカも欧州も積極的にアジアの地域協力に依拠し経済
回復を図ろうとしている。その意味でアジアの地域共同は地域
を超えた、地域「間」協力の特徴が非常に強い。アメリカは13
のアジア組織のうち6つに入っていて、EUは4つに入っている。
他方でアジアプロパー＝アジアだけというのは、ASEAN、
ASEANプラス3、SAARCの三つしかない。そのうちのASEAN
プラス3は経済的にはうまくいっていたのに、この間、領土問
題、歴史問題をめぐって対立し、現在、東アジアの地域協力は
休止状態にある。ということを考えると、アジアの組織はあれほ
どたくさんあるのに、全然アジアではまとまっておらず、多すぎ
て訳が分からない「ヌードル状態」の中、実際にはアメリカとEU
がリードしうまみもとっている。これでいいのか。そうであれば、
いくら世界の富の半分以上をアジアで占めていても、結局は
欧米がリードすることになって、アジア内部では対立し、旧来の
経済的植民地と変わらない。だからこそ「知」の時代の認識が
重要なのである。アジアで、米欧のリードではなく、いかに自分
たちでアジアを再組織できるかということである。それがもっと
も重要なのに、それをやらずに対立する状況が続いているので
ある。 
 
■日本はどうすべきか 
 では日本はどうすべきか。状況は、アメリカを取るか中国を
取るかではない、ということである。提案は、日米同盟か中国と
の連携かでなく、どちらもとる、ということである。アメリカとも中
国ともうまくやる。アメリカとアジアの架け橋になる。アジアとの
ネットワーク形成はアメリカもEUも韓国もやっていることであ
る。アメリカがアジアの地域経済組織の半分に入っている中
で、アメリカに義理立てして中国と対立し続ける必要はない。そ
うではなくて、自分たちもアジア経済成長の一端を担いそれを
リードしていくべきではないか。もう一つは、アジアとの経済協
同、文化協同を進める。これに対しては、アメリカもノーと言わ
ない。自分たちもやっているのだから。おそらく従来のみなさん
の議論の中では、やはり「日米同盟か中国か」ということで、中
国か、アメリカかと問われれば、いま中国は軍拡をしていて、日
本も嫌っており、そんな国とは組めないだろうと思われるかもし
れない。しかし、そうではなくて、どちらも取る。アメリカ、EUでさ
え、アジアに急接近しているという時に、東西に橋を架ける役
割を日本が担えないだろうか。もし日本がそれをやらなければ、
韓国がいまそれをやっている、あるいはASEANがやっていると
いうことだと思う。 
 つい昨日、世界トップ100の大学を見ていた所QS社による



アジア記者クラブ通信 276号 2015年9月 11 

 

2015年のアジアのトップ10の大学を見て驚いたのは、日本の
大学が10位までに入っていなかったことだ。1位から見ていっ
て全然日本が出てこない。最後の10位まで見ても全然ない。1
位がシンガポール国立大学、2位が香港大学、3位が韓国科学
技術院（KAIST）となっていて、12位から東京大学、大阪大学、
京都大学が続いて出ていた。もう一つ、タイムズ社がつくって
いる方を見たら、東大がトップだったが中国韓国が大きく伸び
てきている。同じ調査でもこれほど違うが、総体として日本が
落ち、中国韓国ASEAN諸国が伸びてきていることに注目する
必要があろう。 
 それにも象徴されるように、いま、シンガポールとか中国とか
韓国、香港などは、大学を世界に開き英語教育を行い、世界中
から優れた学生や優秀な教授を呼んで、レベルアップしてい
る。にもかかわらず日本は、英語で教えるのも大変だし、日本
人の平均英語力はモンゴルと同じぐらいで、モンゴルでは英
語教育をやっていないという冗談もあるぐらいで、「知的立国」
としてやってきたにもかかわらず、21世紀の知のレベルで後れ
をとっているという危機感がある。ここを何とか回復していかな
ければならない。 
 日中協同ができなければ少なくとも、中国ではないアジアと
結ぶとか、日本の経済および政治や知力をも、成長するアジア
に開いていくことが重要ではないか。それが第1点。二つ目は
安全保障。いま授業で繰り返し検討しているのが、戦争を起こ
さないための方策である。戦争は簡単に起こる。それも、辺境
地で偶発的に起こる。一番起こりやすいのが、尖閣諸島の上
にあるADIZの領域である。空でぶつかり死傷者を出す可能性
は今日にでもありうる。それが起こった時、どのようにして民族
的熱狂につなげないかということを、私たちは自分の周りでつ
くっていかなければならない。 
 そのためにとても重要なのは、世界中で領土紛争があるけ
れど、ロシアと中国がやったように領土紛争を凍結することで

ある。それは決して弱腰ではできない。領土紛争を凍結するこ
とによって、その力を別のところに振り向けることができる。日
本はいま、領土紛争に力を割くだけの経済的な余力も持って
いるとは言えない。むしろ経済回復に力を集中していくことが、
きわめて重要だ。そう考えるならば、集団的自衛権とか安保法
制とかを次々に進めて敵との間で緊張関係を高めることは結
局、日本のためにならない。そうではなく、日本の得意な分野、
経済を発展させていく。知力を磨いていくことこそ、アジアの安
定と繁栄を生むキソであろう。 
 もう一つはマスコミの問題である。知力、技術力を強化する
というと、何か日本では、それは遠い先のことですね、というこ
とになるけれど、そうではない。知力はまさにいま、目の前の課
題になっている。PM2．5にしても、気候変動やCO2、原子力の
問題にしても、目の前の問題をどう解決していくかということ
は、もはや政治家のVisionだけでは実行できない。だからこそ、
ハーバードでもオックスフォードでも学術会議でも、あらゆると
ころで、大学の教員やシンクタンク、マスコミや国際機関が一
緒になって、21世紀の新しい課題をどう解決するか、人類がい
なくなった後も継続する核廃棄物の影響も含め、次の世代に
向けてどういう社会をつくっていくのか、美しい地球にどう責任
を持つのか、という「フュ—チャー・アース」について議論してい
る。 
 いわゆる「ペンタゴン」と呼ばれるような、他とのネットワーク
を構築していかねばならない。大学も象牙の塔にこもっている
時代ではない。「ペンタゴナーレ」とか「ヘキサゴナーレ」とか、
これはヨーロッパの言葉であるが、5角形、6角形の連携ネット
ワーク、大学とマスコミ、シンクタンク、企業、NGOなどがお互い
に手を結んで、お互いの利点を生かしながら協同していくとい
うことがきわめて重要な時代になっている。大学からは基礎知
識を提供し、NGOからは現場の知識を提供していただく。マス
コミは人々にものすごく大きな影響力を持っている。影響力を
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持っているからこそ、政府や自治体が、その取り合いになって
いると思う。そうした中で、マスコミが知的な良心、メディアリテ
ラシーを確立し、NGO、国際機関、市民と結びついていけば、
大きなネットワーク力を発揮することができる。そういう知の
ネットワークを私たち自身が構築していくべきではないか。まさ
にこのような会合（当日開催のアジア記者クラブ定例会）こそ
が重要である。こうした中でディスカッションして持ち帰り、次の
ネットワークを作っていくことが、私たち、みなさんにとっての課
題なのではないか。ぜひ、協同で安定と発展と平和をつくって
いきたい。今日はご清聴ありがとうございました。 
 

【質疑応答】 
 
 司会 尖閣問題で中国側は共同管理、共同開発とうことで
「棚上げ」と言っているにもかかわらず、外務省は「絶対に渡せ
ない」として、メディアもナショナリズムをあおって一体化してい
る。なぜこれを超えて「衝突しない」という立場をとれないのか。
もう一点、東アジア共同体と歴史認識について。地域協力を進
めるためにも、日本側の歴史認識の問題は避けられないと思
うが。 
 羽場 尖閣ないし領土をめぐる問題で、日本の場合は19世
紀末から20世紀初頭に新興国として領土を得た、戦争で勝利
した記憶がある。日清・日露がそうだった。まさに滅びつつある
大国の中国とロシアに勝って大陸の地歩を獲得した。そこから
戦争の記憶が始まるために、戦争をして勝って領土が取れると
いう夢が捨てられないのではないか。しかし、領土問題はゼロ
サムゲーム。負けた国は必ず、それを取り返すための戦争をす
る。それが第二次世界大戦＝イレデンティズム＝領土回復戦
争だ。 
 非常に有名なのはコソボの戦いで、コソボでは14世紀末に
オスマン帝国とセルビアの戦争があってセルビアは領土を取
られ敗北した。しかし20世紀末に行われたコソボ紛争では、
600年前の戦闘を思い起こし戦争を起こす。領土をめぐるゼロ
サムゲームは永遠に続くゲームで、どちらかが勝ったら終わり
ではなくて、負けた国はものすごい怨念を持って、数百年でも
その憎しみを温存し続けて次の戦争に向かう。領土紛争が戦
争を呼ぶというのは、1回取ったら終わりではなくて、負けた側
はまた次の戦争を準備するという、終わりのない戦争であると
いうことだ。 
 だからこそ、棚上げないしは凍結というのは非常に賢いやり
方である。ゼロサムゲームの戦争の継続に終止符を打って、別
のところに力が投下できる。共同管理、共同開発については、
日本からも共同開発の話は出ている。天然ガスにしても石油
にしても、日本の技術を中国がまだキャッチアップできていな
い時期に提供していくというのが、非常に戦略的なやり方だと
思う。しかしこれから10年放っておいて、いまもう始まっている
が、日本の技術がなくても中国は掘削できるということになる
と、日本と協力するメリットはなくなる。そう考えてみると、日本
の戦略は毎回、後手、後手になってきている。中国の戦略、台

湾の戦略もそうだが、いかに大陸の民族や小国の民族が21世
紀に向かって新しい戦略を打ち立てているか。日本が日米同
盟という枠組みに乗っかって自分の頭で考え行動せず、新し
い時代に新たな戦略を立てていくという頭脳を放棄すること
が、いかに危険なことなのかについて、もっと危機感を持つ必
要があろう。 
 歴史認識について、民間の歴史家レベルではここ10年ぐら
い、進められてきている。そういう方々のご報告もここであった
のではないか。日中間でも日韓間でも、政府レベル、民間レベ
ル、大学レベルでも、共同の歴史教科書をつくろうとするとか、
結果的に教科書はできないけれど、サブテキストをつくるとい
うのはすでに試みられて何冊か本が出てきている。今後はそ
れぞれの歴史教科書を翻訳する、セルビアとかコソボがやって
きたように、お互いの教科書を訳し合って、それを読み合う。そ
うした翻訳作業だったら対立していてもできるのではないか。
ということで、歴史認識を浄める行為についてはさまざまな試
みがすでになされてきている。 
 むしろ、それを生かさない形で世間ないし政府が行動してい
るのが問題だ。戦後70年ということで、教科書にも関わってい
る北岡さんが、安倍さんの70年の談話に対して、歴史認識に
関する談話グループを作って検討していると言われている。北
岡さんは「侵略」という言葉は「談話」に入れざるを得ないだろ
うと述べている。どこまで旧来の自民党政権の談話を超えられ
るかどうかはわからないが、新たな70年の談話がどのようなも
のになるのかは注目する必要はあるのではないか。 
 もう一つ、今回は沖縄に行って、アーリントン墓地に似せた
共同墓地が大変感動的だったので、そうした共同墓地が東京
にもできないものかと思った。小高い丘の上で海を見下ろすと
ころに、日本人の戦没者だけでなく、アメリカ人とか中国人、台
湾人、韓国人ら、亡くなったあらゆる民族の方々の碑とその名
前が刻まれている。そこに来た台湾や中国の人たちが、その石
をなでながら泣いている光景を何度も見たと言われていた。そ
ういう共同の弔いの墓地を横浜の小高い丘の上などにつくれ
ばいいと思う。ちょうど朝日新聞でも最近、靖国の中でA級戦
犯の合祀を分けるだけでも意味があるのではないかということ
が出ていたが、そうしたことを、70年を契機に少しずつでも実行
していくことが重要ではないか。 
 最後に、言おうとして言わなかったことで、「アジア30万人若
者市民交流計画」というものを是非実行したいと思っている。
独仏は戦後直後から「100万人若者交流計画」というものを両
国で執行した。フランスとドイツは、自分のお父さんやお兄さん
などが敵国に殺された、まだ生々しい戦後直後の時期に、お互
いの子どもたちを交換でホームステイさせて100万人の交流
計画を始め、70年間で800万人の子どもたちが巣立っていっ
た。その結果、現在のドイツとフランスがある。ドイツとフランス
は1500年間戦争をし続けていたけれど、いま二度と戦争をし
ないだろうという基盤が形作られたのは、それを体験した子ど
もたちが現在政権や企業やあらゆる場について両国の親善の
ために活動している。旧敵国と呼ばれる地域に信頼できるお
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父さんやお母さんがいるということはとても重要なのではない
か。 
 私はアジアの地域統合の授業で、中国大使や韓国大使を
呼んだことがある。どちらの大使も20歳前後の時に日本に来
て、東京だけでなく地方も回って、地方の人たちの温かさに触
れて、自分は絶対に自国と日本を結ぶ架け橋になろうと思って
大使になったということを中国大使、韓国大使、ともにおっ
しゃっていた。それに象徴されるように、若者の時、20歳のころ
に相手の国に行って、そこの国の琴線に触れるということは、
きわめてその人の一生の人生に影響を及ぼすものであろうと
思う。歴史認識で、教科書で学ぶこともきわめて重要だが、ま
ずその国に行き、その国で友達を作っていくということは非常
に重要だ。このことを特に若者たちに言いたい。 
 実は現在、政府文部科学省の「キャンパスアジア」というプ
ロジェクトの中で、年間5人ずつぐらいと人数は少ないようだ
が、日本と中国と韓国の大学生がともに交流し、滞在して帰っ
てくるという動きが始まっている。そこに行って帰ってきた学生
たちの感動的な言葉を各省庁の方々が聞き、中止か縮小にな
る予定が、拡大する計画となったと聞いた。互いの国に留学し
た学生たちは、行くまでは(中国や韓国や日本について)まった
く違う認識を持っていたけれど、現実にそこに行って、現地の
人たちと触れ合う中で、一生の友人ができた、また現場を深く
知ることができた、と感動をもって語っていた。そういう彼ら彼
女らの体験から出た言葉によって、今後三国間協力の予算が
拡大されて継続することになったという。そうした若者協力、歴
史学者たちの交流、市民の交流が極めて重要であろう。 
 会場 ヨーロッパを見た場合、スウェーデンやスイス、オースト
リアは専守防衛であるがゆえに独特の発言力を持っている。日
本も日米安保があるけれど、70年間正規の戦争をしなかった
ことは、アジアにおける大きなソフトパワーだと思う。これをいか
に生かすのかが大きな課題。尖閣や竹島のようなつまらない岩
の取り合いがあるのは、経済的な権益と結びついているから。
海洋に関する国際法体系が問題の根源にあり、これを根本的
に作り直すことを日本は提案できないのか。南シナ海などの問
題についても同じだと思う。 
 羽場 先日、早稲田大学の元総長の西原春夫先生にも青山
学院大で講演をしていただいた。西原先生は刑法の専門家
で、アジアの地域統合をご専門にされている。その時に西原先
生は、法秩序がアジアには非常に欠けていると言われていた。
ヨーロッパはご存知のように、ローマ法から始まって、第二次世
界大戦もそうだが、マーストリヒト、アムステルダム、ニース条約
に至って現在はリスボン条約と、法律による安定的制度枠組
みを実行している。しかしアジアの場合は法が非常に弱い。 
 ただ、私自身の考えは、どちらかというとアジアは自分の強
いところからやっていけばいいのであって、法よりは経済から
始めればいいと思っている。その上で、ゆっくりでもいいから50
年から100年かけて、アジアに法というものを根づかせてゆく。
法によってアジアの地域協力の枠組みを固めていく。経済の
場合には浮き沈み、傾向があるけれど、法によってインスティ
テューショナライズしていくことは極めて重要なので、おっしゃ
ることは非常に大切だと思う。 
 同様のことは地域統合についてもいえる。アジアの地域統
合は「ヌードル・ボウル」とスイスの学者が言ったが、新しい組
織を次々に外部者を組み込み作っているので、機構としても法
的にも機能的にも整備されていない。ところが、EUの場合は、
非常に機能的・機構的・法的にまとまっている。たとえば経済
面ではEU、安全保障面ではNATO、その外側にロシアも含み
込むOSCEのような機構がある。そしてEUの枠組みの中で、
シェンゲン圏、ユーロ圏、欧州経済領域、欧州評議会のような

形で、機能別の機構がその内側にありそれぞれがEU法で法
的に位置づけられている。 
 ASEANは、2015年末までにこうした法的枠組みに基づいた
経済共同体を作ろうとしている。ASEANはEUから学んで、イン
スティテューショナライゼーション=制度化と法制化を実行して
いこうとしている。このようにアジアのヌードル・ボウルにおいて
も、いくつかの機構化、法制化の枠組が始まっており、それによ
り安定化させていくことはできるのではないか。 
 他方、海洋、シーレーンの問題については、重要な問題とし
て、確かに尖閣自体は岩場だけれど、領域的に尖閣のところで
中国を封じ込め、北方領土のところでロシアを封じ込めると、や
はり日本というのは大陸の国に対して、それは太平洋に出てこ
ないための盾になっている。だから中国にとっては単なる岩で
はなくて、第一次列島線、第二次列島線と言われるように、尖
閣を通って太平洋に抜け出ることができる決定的な意味を持
つ領域でもある。中国が南シナ海と東シナ海を、日本とベトナ
ムやシンガポール、インドネシアに押さえられてしまうと、大海
に出て行くことが容易でなくなる。これはロシアが不凍港を封
じ込められると軍事的に大きな打撃を被るのと同様、軍事的な
枠組みの中では、尖閣を封じ込め政策＝コンテインメント・ポリ
シーの一環として位置づけることもできる。 
 だからこそ、中国にとってはそこを何とか突破したいというこ
とだ。言われるように海洋法の枠組みを民主主義的に組み替
え実行していくことで、軍事的な危険を回避しながら、共同開
発、共同漁場、共同の航行権を実現していくという、ボスポラス
海峡とかケープタウンとかパナマ運河におけるような条約を法
的に整備することで、お互いの危機感を取り除き共同発展を
する枠組みを整備することもできるのではないか。非常に時間
がかかる営みではあるが海洋の民主的法的整備は不可欠で
ある。それを導入することで、アジアにルール・オブ・ロー＝法
の支配を根づかせる一つの大きな契機になっていく。東シナ
海、南シナ海の法的整備は非常に長期的な枠組みの中で考
えていかなければならない重要な課題だ。 
 会場 お話は大変面白かったけれど、気になるのは、特定の
国の政府の方が非常に喜ばれるのではないかと思った。代理
戦争で日本は見捨てられるという話だけれど、中国としても自
国は核攻撃を受けたくない。その時、アメリカにとって最も重要
な同盟国の一つである日本の一部に対して戦争をする、アメリ
カが見捨ててくれるだろうということを予測して戦争をやるとい
うことは非常に楽観的すぎると思う。もし仮にアメリカが尖閣諸
島の問題だけに限定されるにしても、日本を見捨てるとすると、
アメリカは相当大きな損失をすると思う。何を失うのかという
と、信頼を失う。それは沖縄の人、日本の人だけでなく、アメリカ
にはたくさんの同盟国があるから、北朝鮮との関係で韓国、
ヨーロッパのたくさんの同盟国やカナダ、オーストラリアが、本
当にアメリカは守ってくれるのかという信用をなくしかねない。
相当なダメージだと思うので、アメリカも相当な覚悟がないと
日本を見捨てることはできないのではないか。 
 中国との貿易を増やしていくことも、いいように聞こえるけれ
ど、実際は反対ではないか。日本の対中貿易比率は高いけれ
ど、中国の対日貿易比率は小さい。何か問題が起これば、中
国は日本との経済関係をスパッと切ると思う。その時、中国は
そんなに痛くないけれど、日本は相当痛い。中国に対する依存
度が下がるのは、むしろいいことかもしれない。インドとの関係
が大事になるのではないか。 
 会場 かつて大戦を戦ったドイツとフランスは石炭と鉄鋼の
共同管理組織を作り、それがEUに発展して不戦の成功例と
なった。アジアにとっていい先例ではないか。 
 会場 かねて疑問に思っていたのは、独仏に関しては、ドイツ
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はナチスが破壊されて非武装状態で、フランスはきちんとした
民主主義国だった。当時のフランスもドイツも、今の中国には
チベットやウイグルの人権問題も抱えている。アジアにとって、
両国の成功例は適用できるのか。 
 羽場 最初の質問について、私は「アメリカが守ってくれる」と
いう方が楽観的だと思う。この間、アメリカ政治のブレーン、グ
レン・フクシマさんが何度か日本に来られて、いろいろな場で講
演をされている。安倍政権の人たちがアメリカに来ても、共和
党の人たちにしか会わないが、民主党政権がしばらく続く可能
性がある。日本のアメリカに対する見方は非常に共和党政権
の見方に近いけれど、アメリカは一つではないということを、ア
メリカの現場から来られて強調されている。ハーバードに1年間
いて、アメリカが日本を守るというような発言を聞くことは一度
もなかった。むしろアメリカは世界から軍事力を撤退しつつあり
集団的自衛権というのは日本がアメリカに代わり守りに行くこ
とだ、自衛権(Self-defense)ではなく共同防衛権（Common-
defense）だとアメリカの研究者にも言われた。TPPでも日本は
アメリカが望むのだからという形で非常に熱心な議論がされて
きたけれど、ワシントンの一部は非常に懐疑的で、それでアメリ
カの経済は復興するのかと言うことに対してTPPにスケプティ
カル=懐疑的な人たちが多かったのが印象的だった。日本の
報道とアメリカの実態はかなりかけ離れているところがある。ア
メリカの本音をよく観察すべきである。 
 中国との貿易だけを重視していくべきだとはひと言も言って
いない。発展するアジア地域との協力関係は中国とかインドの
ようなそれ自体が地域統合を超えている規模の人口を持って
いる国でさえも積極的に取り組む時代であると言っている。日
本がもはや1億人の枠組みの中でやれることは限られている。
だからこそアメリカもNAFTAを形成し、TPPでも米欧FTAでも
そうだが、あらゆる地域が周りの国とのネットワークを拡大して
いる時に、日本だけがネットワークを限定していることに非常に
危機感がある。それは日本国内にいてではなく、アメリカや
ヨーロッパから見た時、日本は非常に特異な動きをしているよ
うに見えるからだ。ロシアでさえ全方位外交ということを言って
いる。ベトナムやASEANの国々もインドも、あらゆる国は冷戦
が終わってから周りの国々と10も20もネットワークを作って、
FTAやEPAや協力関係を拡大している。 
 でも日本の場合は頭が硬いというか、アメリカと結ばない外
交はおかしいのではないか、中国と結ぶとアメリカが怒るので
はないかという思い込みで、冷戦的な枠組みの中に閉じこもっ
ているようなところが危険なのではないかと思っている。ハー
バード大学、アメリカのいろいろな大学やシンクタンクでも、い
まロシアとどう関係を作るか、中国やインドとどう関係を作るか
ということでの議論が著しい。アメリカ自身がやっていることを
日本はアメリカに遠慮して自制している。もう少しいろいろな広
がりのある関係性を考えてもいいのではないか。 
 二つ目の質問、ヨーロッパの石炭鉄鋼共同体の例はおっ
しゃる通りで、当時の石炭・鉄鋼は戦争のエネルギーだった。
ジャン・モネはまさに戦争時にエネルギーを売買していた商人
で、そのジャン・モネが、戦争の資源であり原因でもある「石炭
と鉄鋼を共同で管理すれば戦争は起こらない」と言って共同
管理を提案した。その意味で彼は天才だった。それまであらゆ
る政治家・思想家が世界平和のために繰り返し提言をおこ
なっていたのに世界平和にはならなかった。エネルギー商人で
あるジャン・モネが声を上げて共同管理をしてから、ドイツとフラ
ンスの2000年にわたる戦争は突然終わったのである。 
 まさに現在、エネルギーを共同管理することは戦争原因をな
くすことである。共同でそれを扱うからこそ、ユーラトム=原子力
共同体もそうだが、危険を回避し、発展のためにそれを使うこと

ができる。寺島実郎さんはユーラトムをもじってアジアトム、ア
ジアで核を共同管理すれば、非常に安定的に、原子力供給も
できるし、原発を戦争のために使わないということもできると言
われている。いまの「知」というのはまさに創造的な「知」。21世
紀に起こっていることに私たちはどう対処できるのかということ
を、もっと柔軟に考えてもいい。その柔軟な発想力をこそ、ハー
バードでもロンドン大学でも学んできた。欧州やアメリカの柔軟
な自由な発想というものを、もし日本が学ぶならば、もっといろ
いろなことができてしかるべきではないか。 
 最後に独仏和解と、日中和解の違いについて。チベットや
ウィグルの抗争の問題について。独仏和解と日中韓和解の比
較、及び民族問題は私の専門でもあるので、そこは話し始める
と1時間では終わらないので(笑)、簡単にお答えはできない。
少数民族問題、領土紛争はあらゆる地域にある。それこそが戦
争原因でもある。独仏のアルザス・ロレーヌこそ数百年にわた
る抗争地域だった。私はゼノフォビア=外国人嫌いも専門であ
り、いわゆるナショナリズムと移民排斥の運動も専門にしてい
る。ナショナリズムをあおればあおるほど、結果的にはその国の
国益にはならない。お互いに戦争を呼び込み、対立を呼び込
み、先ほども言ったように、戦争の結果、どちらかが勝っても、負
けた側はその怨念を何百年も引きずって次の戦争を起こす。
それを考えると、領土紛争はまさに不毛な問題ではないか。独
仏は問題が少なかったから和解できたというのは、ヨーロッパ
では考えられない日本のレトリック。独仏は境界線をめぐって
1000年を超える争いをしてきてそのせいでヨーロッパ全体が
荒廃した。日中間以上の敵対関係が、何百年も続いてきた。 
 民族領土問題を解決するには、チベットやウィグルの問題に
しても、領土の取り合いではなくて、そこでいかに人権を保障し
ていくかとか、何民族であってもいかに共存して共同で発展し
ていくかということを相互に考えていくことで、ヨーロッパのよう
な多民族共存とか共生とか、多文化の違いをもっての共同と
いうことができていくと思う。いまでもヨーロッパでもアジアでも
世界中に領土国境問題は様々な形で存在する。しかし、それを
戦争や紛争によって解決していくということに対して、その無
意味さをこの20世紀の二つの世界戦争で私たちは多くを学ん
できたのではないか。またコソボ紛争やユーゴ紛争において
も、取った、取られたというのは最終的な解決にならないこと、
取られた側は数百年怨念を持ち続けてまた取り返す戦争をす
る、という無意味さを学んできたのではないか。重要なことは小
さな領域をめぐって憎悪と戦争を繰り返すことではなく共同の
開発、安定と、共同発展である。それが自国にとっても相手国
にとっても世界にとっても利益になる。まだまだ継続してお話し
たいことはたくさんあるが、とりあえずは時間になりましたので
ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。 




