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日米同盟と中国海軍力の増強 

 

ダニエル・イノウエ 米上院議員 
 

２０１１年６月２日 

 
第二次大戦で名誉勲章を受け、日系アメリカ人として初めて米下院議員に当

選、現在、上院の重鎮として歳出委員長を務め、特に防衛関係で大きな発言

力を持つ。軍事的「抑止力」を前提にしたリアルで冷静な視点から、アジア

太平洋地域における米軍のプレゼンスを軸に、台頭する中国とその海軍力増

強を視野にいれ、日米同盟がこの地域の平和と安定にとって基盤的な役割を

持つとその重要性を強調した。 

デッドロックに乗り上げた普天間飛行場の移設問題の解決策として、レビン

上院軍事委員長らが提案した嘉手納基地への統合案に対しては、イノウエ議

員は辺野古移転を支持し否定的な見解を表明していると来日前から報道され

ていた。が、この日の話から考えると、あくまで２００６年に政府間で交わ

された日米合意の重さを軽視すべきでないという基本的な立場からの発言で、

何らかの妥協策を模索しなければならないという立場を否定するものではな

いようだ。 

 

司会 日本記者クラブ企画委員 坂東賢治（毎日新聞） 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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司会（日本記者クラブ企画委員 坂東賢治） 

ダニエル・イノウエ米上院議員の会見を始めま

す。改めてご紹介するまでもなく、著名なイノ

ウエ議員ですが、１９２４年ハワイ・ホノルル

のお生まれです。第二次大戦中は欧州戦線で従

軍され、米議会から軍人 高の栄誉である名誉

勲章を受けられています。１９５９年に、日系

のアメリカ人として初めて下院議員に当選、１

９６２年から上院議員を続けられています。 

現在は上院の重鎮として知られ、歳出委員会

の委員長をつとめられており、国防関係に非常

に強い発言力を持っておられます。上院の仮議

長でもあります。ご承知のように日本政府から

は勲一等旭日大綬章を贈られています。 

初にイノウエ議員からお話をいただき、そ

のあと質疑応答に入ります。それではイノウエ

議員、冒頭発言をお願いいたします。 

 

イノウエ上院議員 ご紹介ありがとうござ

います。今回、日本記者クラブのご招待にあず

かって、大変光栄に存じます。 

昨日、大変悲しい旅をいたしました。3月 11

日の大震災、津波の被災地を訪問させていただ

きました。私が目の当たりにいたしましたのは、

大変悲しくなるような惨状であったわけです。

しかし、奇妙な感じを受けられるかもしれませ

んが、被災地から東京に戻りましたときに、私

は非常に高揚感を精神的に覚えていました。そ

して、誇りも覚えたのです。その理由を、これ

からお話しいたしましょう。 

現地で何回か説明を受けたのですが、例えば、

一切暴動というようなものは起きなかったし、

そしてまた盗難も起きなかった。そして、皆、

落ちついて行動してくれたし、規律も常に維持

されていたということです。これは同じような

災害、被害を受けたハイチとかインドネシアの

状況とは随分異なっております。 

それから、米軍の兵士たちが日本の自衛隊の

人たちと肩を並べて協力して仕事に当たってい

る光景を目にして、大変誇りに思いました。日

米関係が大変活力に満ちていて、強力だという

ことをこの目で確認することができたからです。 

 

中国海軍力の急拡大 

 

それでは、これから冒頭の発言を述べさせて

いただきます。しばしばいわれておりますのは、

賢明な政治的指導者というのは、発言を行うと

きに大変慎重になりがちだということです。と

いうのも、しばしば発言は誤解されるかもしれ

ないし、誤った解釈がなされるかもしれないし、

意図的に歪曲されることもあり得るからです。

私はなるべくそのようなことがないように、明

確にしゃべりたいと思います。 

冒頭に申しあげなければいけないのは、日米

関係は、両国の国益にとって も重要性の高い

関係であるということです。ご存じのことだと

思いますけれども、ごく 近に至るまで、アメ

リカにとっての主要な関心地域というのはヨー

ロッパでありました。アメリカの建国以来、ヨ

ーロッパこそがまさにアメリカの主な注意の先

であったわけです。このことは理にかなってい

ると思います。というのは、ほとんどのアメリ

カ国民は、そもそもヨーロッパ出身者であるか

らです。ヨーロッパこそがまさにアメリカの文

化、アメリカの歴史、そしてほとんどのアメリ

カ人にとっては宗教の源泉地となっているから

です。 

ですから、ある意味では、アメリカはすでに

建国以来 200年以上の期間にわたって、ヨーロ

ッパ・ファミリーの一部であったといえるでし

ょう。したがって、文化的にも、感情的にも、

商業的にも、宗教的にも、軍事的にも、アメリ

カのきずなというのはヨーロッパに集中してい

たのです。その結果、アメリカの海軍力の大半

が、一時期、大西洋ないしは地中海に配備され

ておりました。 

しかし、長年来、問題となるような動向が太

平洋地域に生じために、アメリカは以前よりも

大きな注意をこの地域に払うようになりました。

その結果、アメリカの軍事的な資源、そして資

産において、アジア太平洋地域に配備される部

分というのがふえてまいりました。 

ご承知のことだと思いますけれども、アメリ
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カ政府の一員として、ほかの者も同じだと思う

のですけれども、ある国がとっている行動が平

和で、性格的に専守防衛であるといったときに

は、それを信じたいと思います。しかし、ある

国がアメリカよりも多くの潜水艦艇を持ってい

るような、潜水艦の海軍力を維持するとき、ど

ういう仮定をすることかできるでしょうか。ア

メリカの潜水艦というのは、原子力潜水艦が多

いので、非常にスピードも速く、実行力を持っ

ています。 

そして、この国というのは積極的に空母も建

造しています。空母一隻が新たな空軍力を持ち、

オペレート可能になっています。そして、ＩＣ

ＢＭ（大陸間弾道ミサイル）の面でもこの国は

大変進んでいます。これは専守防衛の資産では

ない、ということに賛同いただけると思います。

これはまさに戦力を前方に展開するためのシス

テムであります。まさにその海域を超えたとこ

ろで展開することができる戦力であります。 

空母を建造しているとき、展開する 2年前か

ら、空母に搭載するための空軍力の準備を完了

していました。一隻目の空母は実際にオペレー

トできる状態でありまして、2 隻目の空母が現

在建造中であります。いま、私が話題にしてい

る国が中国だというのはお察しいただけたと思

います。日本の隣国です。 

みずから平和的な国であると自己主張して、

そしてほかの国の領土を征服する意図がないと

主張していながら、その国が高度なＩＣＢＭ（大

陸間弾道ミサイル）を開発して、サイバーアタ

ックの能力を強化し、そしてまた衛星を撃ち落

とすことができる能力を実証し、潜水艦と空母

を配備するでしょうか。 

私のこのスピーチというのは、非難するため

のスピーチではないということをお断りしたい

と思います。しかし、私がいま問うている疑問

というのは正当なものであり、何らかの答えを

見出さなければいけないと思います。これらの

疑問点というのは、私のみならず多くの私の同

僚の上院議員が同じように問うている疑問です。 

我々は、世界における中国の影響力に敬意の

念を持っています。また、中国の技術の躍進に

感銘を受けております。そして、中国の貿易と

産業の急速な台頭に、同様に感銘を受けており

ます。しかし、中国が関わっている南沙諸島、

尖閣諸島などの問題が平和裏かつ友好的に解決

されることを期待しています。 

南シナ海においては、南沙諸島に対する領土

権の主張が交差しております。それによってい

ろいろな意見の不一致と対立というのがフィリ

ピン、ベトナム、中国、ブルネイ、マレーシア

といった国々の間で発生しています。東南アジ

ア周辺のこういった海域というのは、世界にと

って も重要性の高いシーレーン、すなわちマ

ラッカ海峡などのシーレーンが存在しています。

これはまさに海運、貿易にとって非常に重要な

ものであります。 

しかし、歴史的な背景を持つ敵対関係が、と

きには外交上の発火点となってしまっている歴

史を忘れてはなりません。もちろん、責任を抱

いている国はたくさんあり、その中にはアメリ

カも含まれています。しかし、我々はそういっ

た過去の敵対心からもはや卒業して、より平和

な未来のための枠組みを築きあげていかなけれ

ばなりません。このことは非常に重要です。と

いうのは、今日のグローバルな環境というのは、

非常に危険なものとなっているからであります。 

中国は、まさにそういったいろいろな我々の

関係というのを試しているのだと思います。中

国がより強力になり成長していることが、アメ

リカと日本の関係にどういう意味合いを持って

いるのでしょうか。そして、韓国にとってどの

ような意味合いを、この関係は持っているので

しょうか。東南アジアの友好国、そして西太平

洋と南大西洋の近隣諸国にとって、どういう意

味合いを持っているのでしょうか。 

 

抑止力としての米軍のプレゼンス 

 

しばしば私は、上院のよき師であり、元日本

大使であられたマイク・マンスフィールド氏の

言葉を引用します。東京に来られて 初のスピ

ーチにおいて、彼は「アメリカにとって も重

要な二カ国間関係は日本とのものだ」というこ
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とを、ほかの言葉とともに述べられたのです。

マンスフィールド大使は、日本との関係、そし

て米国のアジア太平洋のプレゼンスは安定性の

維持につながり、この地域の平和の育成と安定

につながる、ということを述べておられます。 

日米関係というのは進化するものです。すべ

ての問題について、意見の一致をみたわけでは

ありません。 近の意見の不一致は、2006年 5

月の、米国の海兵隊飛行場をグアムに沖縄から

移設するという問題についてでありました。確

かに外国の軍を裏庭に持つというのはフラスト

レーションが伴うものでありましょう。友好的

な関係であっても。60年以上も裏庭に外国の軍

隊がいるということは、フラストレーションが

伴うものでありましょう。 

しかしながら、米軍は、双方の国家安全保障

の利益にかなうものであります。そう思うので

す。強い抑止力になると思っています。特にこ

の地域で問題を引き起こそうと思うような国に

対する抑止力になると考えます。両国の間の差

異、違いについては、それを解消し、解決し、

そしてこの地域の安全保障、安定性を維持する

ということにつなげなければなりません。これ

はしばしば話し合われている問題です。日本で

ばかりでなく、アメリカ議会においても議論さ

れています。 

アメリカのこの地域における存在、プレゼン

スが縮小したならば、日本が無理やり再軍備を

するということを強いられるだろうと信じてい

る人たちがいます。みずからの利益、そしてみ

ずからの資産を保護し、防衛するためにそれが

必要だという意見があります。そのような軍備

競争、これは不安定につながるし、これはまた

アジア太平洋地域に壊滅的な影響を潜在的にも

たらし得るのです。そして、商業、海上交通、

そして経済自体への影響というものは世界各地

にまたこれも破壊的な影響をもたらすでありま

しょう。 

私は、強く信じるのでありますが、我が国、

米国と日本との関係というのは、地域の平和と

安定性にとって、まさに基盤的な関係だと考え

ています。そして、すべての当事者が積極的に

協力をし、紛争の解決に当たらなければならな

いと思うのです。両国のパートナーシップは、

非常に広範な人と人との交流関係、結びつきに

よって形成されたものでありまして、それは対

立から協調へと進んでいくということを可能に

したのです。 

私たちの政治的なリーダーたちが個人的な

つながりを強化し、そして育成していくという

方法を模索できることを強く願うものでありま

す。暴力と紛争を回避するということは、すべ

ての国益にかなうものでありますが、米国のみ

がこの努力をするということは無理でありまし

て、日本の政府、国民と、積極的に、そして強

力な同盟が継続されるということを必要として

いるのです。ご清聴ありがとうございました。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会（坂東企画委員） それでは、質疑に

入りたいと思います。 初に司会のほうから質

問をさせていただきます。 

上院議員に、中国の台頭の中での日米関係の

重要性についてお話ししていただきましたけれ

ども、この数年ですが、日本の政治状況が必ず

しも安定していない。毎年総理大臣が代わる。

きょうは菅首相に対する不信任案の投票が行わ

れますけれども、なかなか他国のことでいいに

くいところかもしれませんが、日本の政治状況

が安定しないことが日米関係にどのような影響

を与えているか。それについて、何かアドバイ

スをいただけるようなことがあればお願いした

いと思います。 

 

ねじれ現象は米議会も同様 

 

イノウエ上院議員 私がよその国の政治体

制についてアドバイスをするとか、批判すると

いう立場にはないと思います。  

というのは、アメリカの議会においてもねじ

れ状態がありまして、アメリカの下院は共和党

が過半数を握っておりますし、それに対して上

院は民主党が過半数を握っているわけです。そ

して、マスコミの報道でもごらんになっていら
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っしゃると思いますが、このねじれ状態によっ

て、ワシントンの政治というのは大混乱状態に

あります。また非常に重要な措置が議会を通過

するのに、おくれが生じてしまっています。 

しかし、これはまさに政治システムがゆえに

起きることであり、民主主義国家ゆえの特徴だ

ということもできるでしょう。日本の国民の皆

さんは、単独の考え方が皆に信奉されることは

期待しておりませんので、民主主義というのが、

日本で画期的に生きているということを示して

いるのではないでしょうか。 

 

司会 それでは会場から質問をお願いした

いと思います。同時通訳ですので、質問はなる

べくゆっくり簡潔にお願いいたします。 

 

質問 きょうのセネター・イノウエのお話と

直接関係ないかもしれませんが、昨年 10月にオ

バマ大統領が、Congressional Gold Medal を、

第 二 次 世 界 大 戦 の 日 系 人 部 隊 、 442nd 

Regimental Combat Team（第４４２連隊戦闘団）、

それと 100th Battalion in Hawaii（第１００

歩兵大隊）に授与するということがありました。

我々は、イノウエ議員の大戦中の奮闘ぶりを十

分承知しております。日本では「議会名誉黄金

勲章」というふうに訳されておりますけれども、

この授与についての個人的なお考えと、また、

こういう体験をなさってきたイノウエ議員とし

て、日米同盟の重要性というのを、ここで改め

てもう一度コメントしていただけたらと思いま

す。 

 

日系人にとっての「義務」と「名誉」 

 

イノウエ上院議員 1941年 12月、真珠湾攻

撃があったときに、日本の航空機が攻撃をした

わけですが、即座に疑われたのがすべての日系

米人です。そして、1 カ月以内に米国政府は、

すべての日系、米国で生まれた日系人も敵国の

外国人と考えられるべしとしたわけであります。

私は 4Ｃという記号をもらいました。1Ａという

のは軍隊に従事できる、4Ｆというのは何か体に

問題があるというのですが、私がもらった記号

というのは 4Ｃで、これは日系で、敵国の外国

人、そういうことを示す、そういう記号であり

ました。 

その結果、本土に収容所が 10軒できまして、

日系人が収容されるという目的でつくられたわ

けですが、ハワイに 1つありました。私どもの

学校の教師、日本人学校で教えている教師、そ

して牧師、ビジネス会のリーダーたちが収容さ

れました。その時点で、ドイツ人の収容所とか、

あるいはイタリア人の収容所などというものは

ありませんでした。それは私ども、理解をいた

しています。つまり、両国間の憎しみというの

がピークに達していたわけであります。「目が

つり上がった出っ歯の悪魔」というふうに、ア

メリカ人は日本人のことをいったし、日本人は

アメリカ人のことを「白い悪魔」と呼んだわけ

です。 

時は変わって、私どもは制服を着るようにな

ったわけです。85％で、資格のある人たちは軍

に従事するために、自発的にこうしたわけです。

85％、若い人たちが、軍隊に従事をするという

ことで志願をしたわけです。アメリカの歴史上、

も多くの栄誉、勲章を得た連隊であります。

連隊は 22の名誉賞の勲章を授与されています。

空軍の師団は、私どもの 3倍のサイズですけれ

ども、3 つしか勲章を与えられていない。私ど

もの場合は負傷も非常に多かったのです。 

 そういうことから、議会と大統領が我々の努

力を認識するときが来たと思ったわけです。日

系米人が国に対して大いに努力をした、貢献を

したということが認められたわけです。日系米

人は 善を尽くして、同僚である同国人に対し

て、日本がどういう存在であるのか、どういう

ものであるかということの理解を深めるべく努

力をしました。 

説明は難しいときもありますが、私の場合に

は――私は長男でありました。6 世代、私の祖

父は、これは非常に重要であるというふうに考

えて、そして長男として家族を率いるというこ

とを彼は求めたわけです。私は2つの言葉を教

えられました。そのときはわからなかったんで

すけれども、いま、理解します。「義務」と「名
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誉」という言葉です。それを教えられました。 

こういう言葉は、どの家庭においても教えら

れ、繰り返されたと思います。日系米人にとっ

て非常に重要な言葉でありました。「義務」と

「名誉」であります。 

そして、私どもは米国の同国人に対して、説

得できたと思うのです。みかけは違うかもしれ

ないけれども、同じく平等に民主主義を求めて

いるのだということ。多くの日系米人が政府に

おります。閣僚の中にもおります。上院にもお

ります。下院にもおります。すべての省庁にお

ります。私どもは受け入れられたのです。 

米国議会が日米関係ということを語るとき

に、彼らは真摯にそういっていると思うのです。

なぜ私が歳出委員会の委員長に選出されたので

しょう。議会でも も強力である委員会の委員

長に選出されたのでしょうか。そして、防衛歳

出委員会の委員長になぜ選出されたのでありま

しょうか。軍の歳出担当の委員長になったので

しょうか。そして、なぜ私が上院仮議長になっ

たのでしょうか。ヨーロッパ系のアメリカ人だ

ってよかったのです。でも、私が選ばれたわけ

です。 

ですから、日米関係というのは、少なくとも

アメリカの政治的なリーダーたちが考えるに、

これは本当のものであり、真摯で誠意あるもの

であると考えています。 

 

質問 いま、イノウエ議員から、日本の政治

の混乱について、特段批判及びアドバイスもな

いというお話がありました。ただ、議員のお話

にもありましたように、中国の問題とか、この

アジア太平洋地域はいろいろ問題が多いわけで

す。同時に、いま日本は、この大震災で非常に

困難な時期にありまして、おそらくアメリカ側

も、日本が日米同盟におけるこれまで果たして

いた責任を果たしてこれから果たせるのだろう

か、あるいは今後アメリカが日本に果たしても

らいたいと望んでいるような任務というか責任

を果たせるのか、そういう疑問も浮かんでいる

のではないかと思います。 

特に、普天間の問題では、日本側で全く進展

がみられないわけです。こういった状況を考え

ると、いまワシントンで、日本への期待、ある

いは日米同盟への期待というものはどういうふ

うに皆さん考えていらっしゃるのか。 

 

イノウエ上院議員 非常に多面的なご質問

でしたけれども、できる限りお答えしていきた

いと思っております。 

我々の考えでは、日本の指導者の方たちも同

じ考えだと思うのですが、日米関係、日米同盟

は非常に重要だととらえています。我々、絶え

間ない努力で、2006年 5月の日米合意を取りつ

けました。2006年 5月以来、いろいろな展開が

あったということは理解しております。2＋2（ツ

ー・プラス・ツー）外務・防衛大臣会合が、日

米両国で議論をして、いろいろな意見の隔たり

を解決してくれることを、私としては期待して

おります。 

しかし、日米同盟は重要です。ですから 2006

年の日米合意の実施が 5年もおくれてしまった

が、おくれたということに関する批判は、アメ

リカ側は行っていないのです。たった 1本、

近になって合意案変更のレターが出ただけです。 

日本側の問題について、アメリカは認識して

おります。2006年 5月の日米合意の当時、日本

の総理は安倍総理でした。それから福田総理に

交代されました。それからまた麻生総理に交代

され、それから鳩山総理になられ、いまや菅総

理でいらっしゃいます。これも民主主義国家ゆ

えということでしょうが。ですから、政権が交

代するたびに、この日米合意の中身を再び見直

したいということは理解することができます。

そして、その持っている意味合いについて、明

確にしたいという気持ちがあることは理解でき

ますので、批判は差し控えたいと思います。し

かし、堪忍袋の緒が切れることもある、という

ことを申しあげるにとどめたいと思います。 

 

質問 普天間飛行場の移設の問題に関しま

して、嘉手納基地への統合という話が浮上して

おります。たしかイノウエ議員は、現行の日米

合意であります名護市辺野古への移設案に賛成
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するということを表明されたと思います。しか

し、先ほどもございましたけれども、外国人の

駐留を 60 年以上も受け入れている地域の懸念

というものにも理解を示されていたかと思うん

ですが、現実的には名護市辺野古を初め、県内

での移設には地元の強い反発がございます。こ

ういった中で、この合意案を遂行するというの

はかなり現実的には実現不可能であると思われ

ます。それでも議員がこの案を支持される理由、

いまのまま強行しますと、ある意味で、日米関

係の未来にも悪い影響を与えるというふうにも

思われますが、そのあたりも含めて、どのよう

に考えているか、聞かせてください。 

 

沖縄の持つ対中戦略的な位置 

 

イノウエ上院議員 2006 年 5 月の合意です

けれども、これは米国と日本との間での合意で

した。両国首脳が会って、かなりの議論をした

後、結論を導いたわけです。それが 2006年の 5

月のものでした。すべての合意がそうであるよ

うに、完璧なものではありません。 

確かに、沖縄の市民の多くがこれに反対して

いるということはわかっています。沖縄の方た

ちが私のところに来て、どうして沖縄の海兵隊

を本州に移設しないのだ、どうして沖縄でなき

ゃいけないんだ、ということをおっしゃってい

ました。彼らに指摘をしたのですが、戦略的に

いって、沖縄が中国に近いんだというご説明を

しました。北海道に飛行場を設けることはあま

り賢いことではない、ということを説明しまし

た。こういう問題は、しかしながら、願わくば

解決される、特に今月のどこかの時点で、2＋2

日米安全保障協議委員会が開催されるときに解

決されることが望まれます。 

私どもは、沖縄の方々の感情を非常に懸念し

ています。しかしながら、私どもは拘束されて

いるようなものです。この合意というのはすで

に日本国政府と締結された合意で、例えば日米

間で真珠湾に影響を与えるような合意が締結さ

れれば、私も懸念するわけですが、これは国家

の決定であって、決して容易にいじくることが

できるものではないわけです。首脳たちがこれ

を解決できることを願うばかりであります。 

 

質問 イノウエ上院議員、貴重なお話ありが

とうございます。また、アメリカ人の方々が震

災と原発事故の後、いろいろ日本に支援の手を

差し伸べてくださったことに感謝します。 

2 つあるのですけれども、1 つ目は普天間基

地です。フィリピンのスービック基地とクラー

ク基地を、先月に訪問されたと聞いております。

この訪問の目的が何だったかということを教え

ていただけますか。スービック基地とクラーク

はグアムや普天間の代替基地になり得ると思わ

れますか。 

2 番目の質問はちょっと性格が違うんですけ

れども、予備選挙の季節がアメリカで到来しつ

つあります。民主党の上院、下院議員はオバマ

大統領を民主党の候補として支持するというこ

とで合意が成立していると聞いていますが、共

和党の大統領候補はだれになると見ているか。 

 

イノウエ上院議員 スービック基地とクラ

ーク基地ですけれども、ご存じのことだと思い

ますが、1992年にフィリピン政府と協議をしま

した。スービック基地とクラーク基地の米軍の

使用についての話し合いだったのですが、アメ

リカ側は、その当時いっていたのは、こういっ

た基地の使用について、喜んで使用料を払う用

意があるということでした。ギリシャとスペイ

ンと同じような算定方法を使って、同じような

金額を払う用意があるといったのですが、フィ

リピン側に拒絶されました。フィリピン政府は、

米軍がこの両基地から撤退することを求め、

我々は撤退したのです。 

私が訪問したのは、スービック基地、クラー

ク基地に関して、フィリピン側が、米軍が撤退

した後の穴をどう埋めたかということを検証す

るためでありました。アメリカ側からフィリピ

ンに対して支援を提供しました。スービックも

カムバックしているということをみることがで

きて大変うれしく思いました。実際にはいま、

貿易港となっております。 
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また、ミンダナオ島における活動をみて歩き

たいというふうに思っていました。アブサヤフ

のテロの状況についての懸念を持っております。 

2 番目の質問は、できれば答えたくなかった

のですけれども、確かにご指摘のように党大会

で民主党はオバマ大統領を 2期目のための大統

領候補に正式に推すことになるでしょう。現在、

共和党側は候補を選定しているプロセスなので

すが、どのアメリカ人も、いまの時点で、 終

的に共和党の大統領候補がだれになるかという

ことは予測できないと思います。ロムニー元知

事、またペイリン元知事といった名前が挙がっ

ていますが、それ以外にもたくさん名前が挙が

っているので、私のほうから口に出して上位の

候補だということは差し控えさせていただきま

す。世論調査によると、この 2人が圧倒的に上

位にきているということであります。 

 

質問 小泉政権の末期に、ケント・カルダー

というライシャワー研究所の所長がやってきま

して、これから日米中の関係がどうなるかとい

うことが世界史を決定する、というふうに話を

しました。それで私は官邸に行って、日米関係

は安全保障の基礎であるけれども、あなたの後

継者は、中国と韓国との関係を改善する人であ

るべきだ、というふうに述べたんですが。しか

し、その後、また尖閣列島のような問題が起き

てきて、なかなか日本が中国に対してどういう

ふうにやっていくかということは難しいわけで

す。 

そこで、イノウエさんは個人の立場で、日本

の中国に対する接し方はどうあるべきかと思っ

ていますか。 

 

政府間だけでない多面的交流の意義 

 

イノウエ上院議員 日米中の協調というの

は、おっしゃったように重要なステップで、安

定性と平和にとって非常に重要な問題でありま

す。国の間での関係というのは、政府のみがそ

れを定めるものではありません。しばしばそう

いうものです。 

中台関係の例ですが、中台の間に両国軍が対

峙しているという状況があります。しかしなが

ら、中国への 大の投資をしているのは、台湾

の企業なのです。日本以上の投資を中国本土に

しています。他国以上の投資をしているわけで

す。統計的にいえば、台湾でビジネスをしてい

るビジネスマンの奥さんたちというのは、台湾

の人たちではなくて、本土の人たちなのです。

こういうことを説明するのも、他の要素がある

ということをご説明するために申しあげていま

す。つまり、関係を強化するというためにはほ

かの要素があるのだということです。 

日中の場合には、日本の主要な企業を調べて

みてください。北京の政府とたくさんのビジネ

スをやっています。修復不可能なような関係で

あったならば、日本企業があえて中国に投資を

したりしません。そして、中国が日本に投資を

することもないでしょう。たくさんの組織があ

って、これはビジネスばかりではありませんが、

人と人の交流がたくさんあります。 

私は日米評議会の評議員でもあるわけです

が、アメリカの駐日大使が昨晩、外相のご出席

のもとに評議会にご出席くださいました。国土

交通省の大臣とも会いまして、高速鉄道に関し

ての了解覚書に署名がされるようであります。

こういう米国側の人たちが、日本のカウンター

パートと会って、より理解を深めるということ

が重要なのであります。 

私の祖先は福岡出身です。私は日本に住んで

いたわけではありません。したがって、日本の

文化とか、あるいはその精神、あるいはその他

の面を完全に理解することはできません。理解

できると信じたいのですけれども、そうではな

いということがわかっています。しかしながら、

こういう交流をすることによって理解は深まる

と思うのです。 

認めなければならないのですが、こういう時

期がありました。日本を去って、アメリカのサ

トウキビ、あるいはパイナップルの畑で働いた

人たちは、偉大な家族から来たわけではなくて、

貧しい失業した人たちだったのです。私の祖父

母は、学校を卒業することがなかったのです。

手紙を自国に出すにも、だれか人に頼んで手紙
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を書いてもらわなければならなかったのです。

しかしながら、私の祖父は私を上院の仮議長に

してくれました。これは非常によかったと思い

ます。大いなる成果であったと思っています。 

 

質問 日米同盟の歴史的な意味での観点か

らの進化ということについてうかがいます。 

オバマ大統領は、一昨年 11月の訪日の際に、

広島、長崎への訪問について、任期中に訪問で

きれば名誉なことだ、ということをおっしゃい

ました。この関係について、日本の中では、広

島訪問ということがなされれば、歴史的な意味

での日米間のとげを抜くことになるのではない

か、という指摘があります。こういった被爆地

への訪問ということについて、イノウエ議員と

大統領との間で何らかのお話がなされたり、あ

るいは議員のほうから提案されたというような

ことはおありでしょうか。 

ことしのＡＰＥＣはハワイの予定です。例え

ばここで日本の菅総理が真珠湾に訪問するとい

うことがあれば、大統領の被爆地訪問というこ

とにつながる、プラスのステップになるという

ふうに考えますでしょうか。 

 

イノウエ上院議員 オバマ大統領が広島と

長崎へ訪問する意向だと発言したときに、私は

それを支持するという発言を行いました。この

ことは、別に事前に大統領と話したわけではあ

りません。アメリカ合衆国大統領が、原爆が投

下された 2つの都市を訪問することはすばらし

いと思います。 

日本の天皇陛下がハワイの真珠湾を訪問し

たことがありますし、ほかの日本からの高官も

訪問したことがあります。ペロシ下院議長が 2

年ほど前、広島、長崎、いずれか訪問したこと

があったと思いますし、多くの議員も訪問して

います。私自身、原爆が投下された現場に2回

訪問しました。私の血の 2分の1は広島県民で

す。私の母は広島出身でしたので、私の血の半

分は福岡、半分は広島の出身です。ですから、

この問題に関して、私としても非常にセンシテ

ィビティーが高くなっています。 

質問 領土紛争について、2 つの質問をさせ

ていただきます。1 つはフィリピン。アメリカ

が 1992年にスービック、クラーク両基地から撤

収したわけですが、もしフィリピンとアメリカ

が非常に協力的な防衛関係にあったとすれば、

フィリピンは南シナ海での島を中国軍に占拠さ

れるという事態はなかったのかどうか。アメリ

カは、もしそういう状況だったら、守るための

協力をしたのかどうかということが一つの質問。 

第二の質問は、中国と日本の間で問題になっ

ている尖閣諸島の問題です。もし中国側から漁

民に扮装した民兵が尖閣諸島に上陸した場合、

日本の側がそれを撤収させるための力の行使に

出る、そのときに米軍の協力、支援というもの

は期待できるのか。少なくとも日本が何も手を

下さない場合には、米軍がそれの排除に乗り出

すことはないとは思いますが、この点について、

イノウエ議員の見方をお聞きしたい。 

 

尖閣、南沙での米軍単独行動はない 

 

イノウエ上院議員 日本政府とは強い同盟

関係を持っています。日本の主権は、私ども、

認めるものであります。つまり、トモダチ作戦

においても、私どもの軍隊は活動しましたが、

行動を私どもからみずからスタートさせるとい

うことはしませんでした。要請とか命令を待ち

ました。尖閣諸島、南沙諸島についても同様で

す。単独で行動するということはしません。こ

れはアジアの諸国が解決すべき問題だからです。 

現在、非公式の理解が、南沙諸島の関与諸国

の間にあって、この問題を話し合うということ

になっています。これらの島に軍を展開すると

いうことはしないということになっています。

これはいい前進だと思っています。 

 

質問 中国が日米関係に関しても大きな影

を投げかけていると思うのです。イノウエ議員

は、アメリカがこれまで中国に対して呼びかけ

てきた、責任あるステークホルダーになれ、と

いうことに中国はこたえると思われますか。そ

れとも、あくまでもいまのシステム、レジーム
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に対してのチャレンジャーであり続けると思わ

れますか。 

 

イノウエ上院議員 私は、本当に心から願っ

て、祈っております。中国がアメリカ側のステ

ートメントにぜひこたえてほしいと願っていま

す。日本からのステートメントにもこたえてほ

しい。そして、こういった問題についての話し

合いを開始してほしいと願っています。 

例えば、私は、中国側と中米議会交流会議を

創設いたしました。アメリカの議員と中国の人

民会議のメンバーが出席してディスカッション

するという会議に、私は 2～3回出席させていた

だきました。日本ともつくりたいと思っており

ますけれども、過去 5年間、政権が 5回も交代

したということで、なかなかつくることかでき

なかったのですが、ぜひつくりたいと待ち続け

ております。 

私が確信していることは、いろいろな軍拡と

か、技術的な進展というのはありますけれども、

中国も、紛争に手を染めるのはみずからの国益

にかなわないということはわかっていると思う

のです。いま工業化が急ピッチに進んでおりま

すし、貿易も順調に伸びていますので、中国の

指導者が戦争に踏み切る、そういった決定をす

るということは考えられません。 

我々は、戦争を決して望んではおりません。

いままで戦争はあり過ぎました。少なくとも私

自身に関する限り、人類というのはお互いに殺

戮しなくても、問題を解決するだけの能力を持

っていると信じたいと願っています。 

 

質問 私は、95 年から 96 年まで、たまたま

ケネディスクールにおりましたので、ナイ・イ

ニシアティブから日米安保の新見解までのアメ

リカの政策決定の過程をかなり身近なところで

観察する機会を得ました。イノウエ委員長は辺

野古への移転案がベストであるとおっしゃる、

その意味は非常によくわかるんですが、ただし、

一方で、日米関係を考えると、いつまでも問題

が解決しないで、未解決のまま残っているとい

うのは、また非常によくないのではないかとこ

のごろ考えるようになりました。 

一方で委員長は、グアム移転のための予算な

どがかなり膨大になるんじゃないか、というよ

うな指摘もなさっているようです。日本側も、

高度成長期のように、いわゆる思いやり予算が

たっぷりあるという状態ではないこともよくご

存じだと思います。 

そこで、妥協案が必要ではないかというふう

にも思うんですが、委員長はどういうふうにお

考えでしょうか。 

 

イノウエ上院議員 2＋2 が開催されるとき

に妥協が話し合われることを私は願っています。

私どもが認識する問題を、いまあなたがおっし

ゃってくださいました。これは日本だけが予算

上の問題を抱えているわけではない。アメリカ

は膨大な予算の問題を抱えています。 

グアムの問題について、2006年 5月、私ども

の推計ですと、8,000の海兵隊、9,000人の家族

の移転コストは、100 億ドルかかる。住宅とか

学校とか、そういうものをひっくるめて 100億

ドルほどかかるというふうに計算しました。い

ま計算すると、170 億ドルに膨らんでいます。

それに加えて法的な問題にいま直面していて、

これは解決できると思っていますが、環境関連

の問題です。ですから、双方で問題を抱えてい

るのです。 

ただ、双方が合意する点としては、この問題

は解決されなければならないし、しかも、短期

間で解決されなければならない、ということで

す。6月、2＋2が開催されることになって、両

国が受け入れられるような解決策が浮上するこ

とを願っています。 

 

司会 それでは、時間を過ぎましたので、こ

こで終わらせていただきたいと思います。お忙

しいところ、日本記者クラブのため貴重な時間

をさいてくださったイノウエ上院議員に拍手を

お願いいたします。それでは、クラブからの記

念品をお贈りししたいと思います。（拍手） 

 

（文責・編集部） 


