
 

 

 

 

 

日本記者クラブ 

シリーズ企画「中国とどうつきあうか」① 

尖閣問題で我々は何に対しどう備えるべきなのか？ 

香田洋二 元海上自衛隊自衛艦隊司令官 
 

２０１３年４月２４日 

 

尖閣問題については、誰に何を聞いても隔靴掻痒な感じがして仕方がなかった。

だが、ある会合で香田さんの話を聞くチャンスがあり、この人こそこの問題を語

るべきキーパーソンの 1 人だと直感した。何よりも海上防衛の現場で活躍、中国

海軍とも対峙した経験がある。退官後も米国シンクタンクで研究活動を継続して

いる。組織に没入しない気骨と、現職ではない自由さを持ち合わせていた。果た

して、狙いは当たったと思う。日中軍事対立の現状と問題点を具体的かつわかり

やすく説明してくれた。 

恐るべき事実も判明した。海上保安庁が任務としている海上治安活動と、いざ

となった際の海上自衛隊の防衛出動の間には、法的に大きな空白がある。そのエ

アポケットのような領域に中国が戦略的に乗り込んできた時に、果たして日本は

まっとうに対処できるのかどうか。 

日本側の体制の不備をめぐる、いくつかのケーススタディーが提示された。正

直言って、中国の当局には聞いてもらいたくない、とすら思った。だが、逆に言

えば、こういったことをオープンに議論できるのが、日本の民主主義の強みなの

だろう。 

中国とどうつきあうか。シリーズ企画の第一弾にふさわしいヘビーな会見とな

った。 

 

司会：倉重篤郎 日本記者クラブ企画委員（毎日新聞論説室専門編集委員） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=8ffCMUtsBis 
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司会：倉重篤郎・企画委員（毎日新聞論説室専

門編集委員） 日中関係は果たしてこれからどう

なるのかという非常に重要な問題を我々は突き

つけられていると思います。昨年はいろんないき

さつがありました。両国とも新しい体制ができて、

年明けぐらいにはまた新しい交流が生まれるよ

うな若干の期待感もあったんですけれども、最近

の出来事をみると、なお道は遠しという感じがい

たします。しかし、悲観、楽観を繰り返しても仕

方がない話だと思います。 

以前、この記者クラブで田中均さんが話された

ことが非常に印象に残っております。日本のこの

何年かの最も重要な外交テーマは、台頭する中国

とどう向き合うか、これほど重要なものはないと。

我々はたぶん、外交だけではなくて、あらゆる側

面で、そういうチャレンジをこれから受け続け、

それを解決していくような時期がずっと続くと

思います。 

日本記者クラブの企画委員会で話し合いまし

て、中国とどうつきあっていくのかという 1つの

シリーズ企画を設け、さまざまな観点から、その

道の権威者とか詳しい人を呼んで、長い時間をか

けて中国問題というものを勉強していきたいと

思っております。きょうはその第一弾として、香

田洋二さんに来ていただきました。 

「備えあれば憂いなし」と言いますし、「己を

知り敵を知れば百戦危うからず」とも言います。 

『孫子の兵法』ではありませんが、やはりいま、

日本と中国の軍事的な対峙、現在進行形のその状

況がどうなっているか、足元の情勢をまず我々は

知らなければいけないし、それを知ることから始

めるというのが 1つの流れだと思いまして、香田

さんにお願いしました。 

香田さんは、昭和 47 年に防大を卒業されて、

海上自衛隊一筋で来られた方です。海幕の防衛部

長、統幕の事務局長をされて、自衛艦隊司令官―

―昔で言えば、太平洋艦隊司令官になるのでしょ

う――をされて、2008年に退官されております。 

その後、ハーバード大学の研究員もされて、い

まこの問題について、現役なら、若干いろんな波

紋もあるかもしれませんけれども、現役の情報を

知りながら、かつ客観的に物事をみて話していた

だける重要な方だと思って、きょうはお呼びしま

した。 

約 1時間香田さんに話をしていただいて、残り

30 分を質疑に充てたいと思います。では、香田

さん、よろしくお願いいたします。 

中国はなぜ今、海洋進出するのか？ 

香田洋二・元海上自衛隊自衛艦隊司令官 いま

紹介をいただいたんですが、強いて言いますと、

昭和 24 年生まれ、ことしの 12 月、誕生日で 64

歳になります。戦後のベビーブームの典型的な世

代で、兄が 22 年生まれ、私が 24 年、弟が 27 年

ということで、3人も大学へやれんぞ、１人ぐら

い自衛隊へ行けということで、防大へ行ったのが

私であります。いまこういう生き恥をさらしてい

るところであります。 

きょう、大きくは中国、それから朝鮮半島、少

し厳しくなっていますので、その後、尖閣につい

ては少し特出しをして、お話をしてみたいと思い

ます。 

主として、軍人といいますか、軍にかかわる者

がどう考えるかということなんですね。おそらく

皆様、マスコミの専門家として、いろいろ物をみ

られると思います。例えば軍あるいは軍事にかか

わっている者というのは、必ずしも皆様と同じよ

うな見方をしない。あるいは、全く一致するとこ

ろもある。そこを少し、普段なかなか語られてい

ないところを中心に話してみたいと思います。 

ここ 5年ぐらい、中国、特に経済成長に裏づけ

られまして、海軍力に裏づけられた海洋進出が非

常に目立っております。我々の一般的な認識とし

ては、中国というのは、これは建国以来 3,000 年、

大陸国家、陸軍国ですね。これがなぜいま、海洋

なのか。なぜ海軍なのかということをみてみます

と、中国人の心の中をみようとしてもだめなんで

す。我々のみえるところからしか判断できません

ので。 

そこで、中国にとって一番の国家目標というの

は何だろう。おそらく「共産党一党支配体制」「独

立国としての尊厳／領土・領海保全」「経済成長」

「超大国としての戦略核戦力」「国際社会におけ

る超大国としての地位、米国に比肩しうる国力」

の 5つがある。その中で、直接海軍と関係ないと

思われるのは、彼らの第一目標、現在の中国の第

一目標である共産党の一党支配については、あま

り海軍は関係ないだろう。しかし、それ以外、独

立国としての尊厳、領土・領海の保全、あるいは

経済成長、いわゆる海外との交易等を維持すると

いう意味の経済成長。これは 7％以上のＧＤＰ成

長率の 1つの基盤になっているところです。 

あるいは、アメリカと最終的に伍していこうと

いうことになりますと、やはり最終的には超大国

としての核戦力が要るだろうと。そして、これも

国際社会においてアメリカと対等にやろうとす
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ると、いまアメリカが持っているような、ハイチ

で地震が起きようとも、東日本で地震が起きよう

とも、ニュージーランドで地震が起きようとも、

あるいはアフリカで何が起きようとも、すぐ飛ん

でいって何かできる、こういう能力を持ちたい。

おそらく中国の国家目標というのは、普遍的です

けれども、こういうことが言えるのではないか。 

では、これをサポートするときに、軍の役目、

特に海軍はどうなのかということをみてみます

と、共産党以外の 4 つの国家目標、「国家尊厳、

領土保全」「経済成長」「戦略核」「超大国」。

そこに、中国の沿岸から地球の裏側までの海をあ

る程度分類してみると「沿岸海域」「排他的経済

水域（ＥＥＺ）」「公海（ＥＥＺ外側）」「公海

（遠隔海域）」がある。例えば 2番目の国家目標

である、国家の尊厳を維持して領土・領海を保全

する、そうすると、やっぱり沿岸海域はしっかり

守る必要がある。台湾にもしっかりと声を出せる、

手を出せる。それから、もう少し 200 カイリぐら

いまでのところについて言えば、中国が思うとお

り使いたい。海洋資源は自分のものだとして使い

たい。さらに外の公の海については、万人に同じ

権利があるわけですから、中国は自分に有利に公

の海を使いたい。いま中国にとって世界の海洋と

いうものは、中国の国家目標を達成するうえで、

全てなくてはならない存在になっている。という

ふうに、北京の軍の担当者からみるとみえるので

しょう。 

海洋核戦略への依存度は高い 

そういう意味で、中国は特に経済成長を維持し

つつ、アメリカと対等な立場になっていく。そこ

は海洋の利用、自分に有利に利用するということ

がかぎになる、というふうな物の見方をしている

んだろうというふうに考えられます。 

独立国としての尊厳、経済成長、超大国、国際

社会というところ、この国家目標をしっかりと達

成するには、海軍なくしては達成できない。ある

いは、海軍力がかぎになる。そして、行く行くは

アメリカと対等の国になっていこうということ

を狙っているんだろうということです。 

すでにその兆候はあらわれていまして、まだ

100 点まではいっていないんですが、近いところ

の沿岸をしっかり守れる、あるいは台湾にちょっ

かいを出せる能力はつけつつある。あるいは、Ｅ

ＥＺ、さらに外側の海についても、しっかりと中

国の影響力を行使し得る外洋の海軍というもの

を、大陸国でありながら、つくりつつある。 

海洋核戦略、これについても、少し計画よりは

遅れ気味、思ったより順調にいっていないという

ふうにマスコミでは言われていますけれども、着

実につくりつつあるということです。 

ここで一言だけ申しあげますと、中国の核戦略

というのは、アメリカ、ロシアと違うのです。ア

メリカ、ロシアというのは、三本柱と言いまして、

ＩＣＢＭ（大陸間弾道ミサイル）、大型爆撃機、

それから潜水艦搭載の弾道弾、3つあるんですね。

中国は、大型爆撃機は持っていません。というこ

とは、相対的には、ＩＣＢＭに対する依存と、海

洋核戦略に対する依存というものが相対的に米

ロよりも大きいのです。その中で、より残存性の

高い海軍に依存するということについては、将来、

どんどん大きくなることはあっても、小さくなる

ことはないだろう、というふうに考えています。 

グローバルリーチと言いますか、世界中に何が

あっても、軍事以外でも、とにかく中国の影響力

を行使し得るということでは、例えば、多目的の

軍艦、あるいは世界の各国と一緒に、ソマリアで

は海賊への対応活動に従事している。 

多目的活動として、病院船もある。これは東日

本大震災のときも、報道によれば、中国は、日本

に出していいよというふうな提供依頼もあった

ようです。 

あるいは、エアクッション揚陸艇、どこでも行

けるといますか、こういうものもどんどん整備を

しているというのが、1つの国家目標を達成する

という意味で、海軍に何を求めるか、あるいは海

軍が何をするか、という意味から総括しますと、

こういうことが言えるのだろうというふうに考

えられます。 

次に、しからば中国の戦略とは何か。ここで 1

つ、重要なことを申しあげます。日本人は、中国

をみるときに、こっちからしかみません。しかし、

実は、中国という国は、ある意味、全周に問題を

持っている。戦略正面を持っているのです。日本

が中国を考えるときに、東からだけみたときには、

大きな間違いを起こす可能性がある。 

おそらく中国にとっていま一番大きな問題と

いうのは、南シナ海です。これはＡＳＥＡＮの全

ての国といま争っています。極端に言うと、嫌わ

れています。その中で、南シナ海の、中国が主張

する海域をどう自分のものにするかということ

で一番腐心をしているはずです。 

次、中国はいまアフリカの資源あるいは湾岸の

油に大きく依存しています。その油とか、アフリ

カの資源がどこを通ってくるかというと、インド
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洋を通ってくるのです。あるいは中国は、一国の

貿易相手としては日本とかアメリカですが、一番

大きな地域としてはヨーロッパです。ヨーロッパ

にどう行くかというと、中国はスエズ運河から行

くのです。ということは、中国にとって、いろん

な理由でインド洋の安定というのは欠かせない

のです。 

中国を東側からだけ見てはいけない 

その中で、では、インドとどういう関係を結ぶ

かということについても、我々は常に頭に入れて

北京をみてやらないと、道を間違うということで

す。それから、中印の国境問題。あるいはチベッ

ト、そして中露です。そして東シナ海、西太平洋

とあるわけです。 

では、中露というと、上海協力機構で仲がいい

んじゃないのと皆さん思われますね。本当に仲い

いんですかね。清の時代に、北京条約（1860 年）

とアイグン条約（1958 年）と 2 つ、ロシア帝国

と結んでいます。清がロシアに割譲した地域です。

これは日本の 4 倍です。日本の 4 倍の地域を 19

世紀の半ばに、ある意味、清から言うとだまされ

て――西洋のしきたりを知らない国ですから―

―まあ使わせてやれやという程度でサインした

ところが、実は条約だった。ということで、日本

の 4倍の土地をなくしているのです。だから、い

まだに中国人の心の中には、ウラジオストクは自

分たちのものだということは消えていないので

す。形式上は、2004 年の中露国境画定条約で、

この問題はなくなっています。しかし、心理的な

問題は違うということなのです。 

皆様が中国問題をみるときに、東から、東シナ

海だけを通して中国をみないでいただきたい。中

国というのは、ハンドリングしなければならない

問題がいっぱいある。その中でどうやっているか

ということを 1 つ忘れてはいただきたくないと

いうことです。 

皆さん重々ご存じだと思いますが、中国の戦略

を解きほぐすキーワードとしては、「近接・領域

拒否（ＡＡ／ＡＤ）」「核心的利益海域（ＡＣＮ

Ｉ）」「空母整備計画」「列島線＋東シナ海」「真

珠の首飾り（インド洋／インド）」「南シナ海（海

洋戦略核＋ＳＬＯＣｓ防衛）」「非対称戦

（Asymmetric Warfare）」「北極海」がある。き

ょうは時間がありませんので、この中で、「近接・

領域拒否（ＡＡ／ＡＤ）“Anti-Access/Area 

denial”と「空母整備計画」については、典型的

な事例として、軍事的にみたらどういう意味を持

っているのかということを申しあげたいと思い

ます。後でご質問がありましたら、最後の段階で

またお話をしたいと思います。 

まず、一番いまスポットライトを浴びている近

接・領域拒否（ＡＡ/ＡＤ）です。この狙いとい

うのは非常にクリアで、とにかくアメリカをこの

地域に寄せない。平時には、アメリカのプレゼン

スをとにかくできるだけ少なくする。あるいはさ

せない。危機の段階では、中国と近隣諸国との危

機に関して、アメリカに介入をさせない。有事は、

いよいよ来たアメリカの部隊をぶちたたく。この

3つの能力を持つことによって、アメリカのプレ

ゼンスを平時から弱めたいということです。問題

は、その能力を持つということなんです。 

では、何を意識しているかというと、当然、ア

メリカの機動力のある海軍の空母部隊であり、海

兵隊を運ぶ両用船の機動部隊なんです。これをで

きれば日本の小笠原列島線から西には入れたく

ない。小笠原列島線と沖縄列島線との間でたたき

たい、そういう能力を持ちたいということです。 

では、どうたたくのかというところで、この主

要手段というのが対艦弾道弾（Anti-Ship 

Ballistic Missile）です。それから潜水艦。潜

水艦は、空母に魚雷を当てますと、鉄の船は水が

入ると最終的には沈みますので、いまだにばかに

できないということです。原子力潜水艦か在来潜

水艦。 

それともう 1つ、ＥＭＰ（電磁パルス）弾。こ

れは冷戦時代に一時脚光を浴びたんですが、これ

は物理的に相手を壊すものではありません。大気

圏外の低いところで核爆発をさせますと、電磁波

が出ます。電磁波が出ると何が起きるかといいま

すと、これは電線も通じた通信も含めてですけれ

ども、一時的に通信が全く機能しなくなります。

アメリカはいま衛星通信から光ネットワークま

で、いわゆる最新のハイテクネットワークに依存

しています。それを、例えば太平洋の上空でボン

と爆発をさせると、一時的にアメリカの通信が全

くできなくなる。ということは、いくら筋力があ

っても、脳みそと筋力の間が断ち切られるわけで

す。その間に中国はさっとたたくという、据物斬

りができるということなのです。こういうことも

中国としては当然、公算に入れているだろう。こ

ういう能力を持つことによって、アメリカのプレ

ゼンスを拒否するということなんです。 

もうすでに一部、ＤＦ-２１Ｄという対艦弾道

弾が実用になりつつあるというふうな報道もあ

ります。本当かというところはあるんですけれど
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も、ミサイル自体はあるのでしょう。ただ、やは

り中国の内陸部から、例えば小笠原列島線付近を

走っている空母をしっかりと撃つということに

ついて言うと、これはやはり非常に難しいという

ことです。2500 ヤードぐらいのゴルフでホール

インワンをやれというのと一緒だと思います。そ

れをどうするかというのは、相当チャレンジがあ

るということです。 

そういう意味で、では、このＡＡ/ＡＤをどう

みるかというと、いわゆる国家目標達成のための

中国のとるべき戦略概念としては、私は理解はで

きます。しかし、対艦弾道弾の例をとってみまし

ても、これが本当に使い物になるかどうかという

のは、あと 10年、15年みないとわからない。特

に、目標とするアメリカの空母がどこにいるのか、

本当にアメリカのものなのか、ロシアのものでは

ないのか、ということをハワイから硫黄島あたり

の間で見極めなければいかんわけです。そういう

能力というのは、実は日本も、アメリカでさえ、

なかなかできないということなのです。 

ですから、私は、できないと言っているのでは

なくて、チャレンジが相当ある。ということは、

いますぐということではないでしょう。逆に言う

と、我々は備えるべき時間が、おそらく 10 年、

15年という時間があるのではないか。 

しからば、いま、これは何なのかというと、実

は 1983 年、レーガン大統領がＳＤＩ（戦略防衛

構想）を言いましたね。そのとき、ブレジネフ書

記長はどういう対応しました？ これを本気でや

られたらソ連は負けるぞと。本当にアメリカに対

してチャレンジをするのか、競争するのかと。結

論は、やったらソ連がつぶれるということで、モ

スクワの意図がなえ、それが冷戦崩壊の 1つの原

因になりました。全てとは言いません。 

いま中国は、実用化が完成するまでというのは、

手の内はあまりみせずに、とにかく相当ブラフを

ワシントンにかけている。何かあったときに、例

えばマレーシアと島をめぐって仮に何かあった、

対立が起きたというときに、アメリカが出てくる

のを、とにかくブラフをかける、いわゆる心理戦

を仕掛けているのではないか。そういう見方でみ

てもいいのではないかと考えております。 

中国海軍に空母学派と潜水艦学派 

次は、中国の空母です。去年の 9 月 25 日に遼

寧が就役しました。大体、軍艦の就役に胡錦濤国

家主席が出てくるなどということはちょっと考

えられなかったのですが、それだけ中国にとって

は名誉なこと、栄光のあることなのでしょうね。

艦の番号が 16 番なんですが、中国の船の命名の

仕方で 2 桁というのは、実験とか教育なんです。

ということは、少なくとも船の番号のつけ方から

言うと、実戦の空母じゃないよ、ということをあ

えて言っているというふうにみてもいいのかな

という気がします。ただ、実際はわかりません。

海の上に出る者は、一回はこういうものを自分で

動かしてみたいですな、というすばらしいものか

もしれません。 

去年の 11 月に公表したＪ－１５という艦上戦

闘機。ロシアの戦闘機をコピーしたに近い戦闘機

をテストでスキージャンプをさせ、着艦は、アメ

リカと同じようにワイヤーで引っかけて着艦を

させるということを実際にやったということで、

張り子の虎ではないということを 1 つ示したわ

けです。 

しかし、これを空母とみるか。空母というのは、

実際に戦力化するには時間がかかります。例えば、

いま一番欠けているのは、空母というのは自分を

守らなければいけませんので、アメリカですと、

Ｅ－２Ｃという早期警戒機を自分で持っている。

中国はない。ロシア製のヘリコプターでいいか。

性能的には非常に落ちる。やはり守るのには相当

苦労する。例えば同じぐらいの機体のＹ－７とい

う輸送機をこの先改造するとか言っています。つ

まり、まだまだやらなければいかんことはたくさ

んあるということです。 

では、どういうふうにみるか。これはシンボル

であったということは間違いない。空母というの

は、ある意味、非常に能力の高い船ですから、打

撃力もある。それから、遠い海域でも作戦ができ

る。あるいは相手を蹴散らすということで制海権

も取れる。それから、対潜作戦を支援したり、あ

るいは一番大きなのは、空母ロナルド・レーガン

がこの前の東日本大震災でやったように、非戦闘

任務でもすごく大きな力が出せるわけです。ある

意味、付加価値が非常に高い戦闘ビークルだと考

えていただいていいと思います。これを持つのは

非常に魅力的だと。 

といって、中国海軍、人民解放軍が一枚岩にな

っているかというと、外から観察しますと、いま

だに空母学派と潜水艦学派というのがある。空母

学派は、どちらかというと外に出ていってたたき

たい。潜水艦学派は、ＡＡ/ＡＤをしっかり守る。

いわゆるディフェンス・ディナイアルと、外に出

てやりたいという 2つの学派で、ある意味「二本

足戦略」と呼んでいるんですけれども、共存しつ

つも、空母学派が 6 対 4 で勝ちつつあるのかな。
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言いたいことは、この先も空母の開発を続けると

いうことです。 

我々はどこまで怖がるべきなのか 

では、我々は怖がるべきか。当然、怖がらなけ

ればいけません。もう一回言います、怖がらなけ

ればいけません。ただし、問題点はないのかとい

うと、やはり空母というのは付加価値があるし、

強いんです。しかし、やっぱり守ってやらないと

だめなんです。ところが、いまの中国の現状を

我々が観察しますと、潜水艦から守る能力、ある

いはミサイルから空母を守る能力というのは相

当に低い、というふうに見受けられます。 

例えば、前の戦争の特に後半、昭和 18年以降、

日本の海軍は 24 隻の空母を運用しました。その

うち 20隻やられたわけですけれども、12隻が航

空攻撃でやられたんです。8隻が潜水艦でやられ

ています。要するに、日本の海軍は、世界に誇っ

た海軍でも、空母を守ってやれなかったんです。

あれだけ強い空母が、ほとんど見事に何も残らな

いぐらい全滅させられたわけです。ここをどうみ

るか。実は、日本の付け目というのはこういうと

ころにあるのではないかというふうに我々は思

っています。ここ 10 年は単なるターゲットだろ

うと。守ってやれないと非常に弱い。 

ただし、中国がいま念頭に置いているＡＡ/Ａ

Ｄ戦略が機能する、すなわちアメリカのプレゼン

スが弱いという状況が起きれば、こういう空母で

もアジアにおいてはものすごく役に立つという

ことです。政治的なアピール力、軍事的なアピー

ル力というのはものすごく高くなるということ

です。ある意味、ＡＡ/ＡＤのコインの表と裏の

関係です。 

中国海軍もいま必死にこれを改善しようとし

ています。10 年先にはしっかりした防御能力を

持つと思います。我々が本当に性根を入れて備え

なければいかんのは、そのときなのです。逆に言

うと、その 10 年間を日本はどう使うか。アメリ

カと一緒にどうするかということが我々に与え

られた一番大きな課題だというふうに考えてい

ます。 

次、朝鮮半島ですね。中国だけで 2時間ぐらい

しゃべってもいいんですが、きょうはこれぐらい

で。朝鮮半島も 4月に入ってから相当激しくなっ

ていますけれども、少し長期的にみてみます。国

連軍が決めた海上の境界線のＮＬＬ（Northern 

Limit Line）と北朝鮮が実はこうだと主張する境

界線の間には、すでにギャップがあるのです。し

かし、実効的には、北朝鮮はいままで、こういう

ところで韓国の漁民が魚をとり、この島に韓国人

が行くことについては、あえて邪魔をしていなか

った。しかし、3年前に哨戒艦の天安（チョンア

ン）をＮＬＬを越えた海域で撃沈した。延坪島（ヨ

ンピョンド）は大砲で撃ちまくったということで

すね。仁川（インチョン）空港やソウルとめちゃ

くちゃ近いんですよね。こういうところで激しい

火花が散っているということです。 

これは先ほどの繰り返しですが、天安沈没事件

ですと、2010年3月26日に船体が2つに割れて、

戦死 46 人。延坪島砲撃事件では海兵隊員が 2 人

戦死。それから、村人が 2人死んでいる。延坪島

は、韓国の人たちを非常に怒らせたですね。 

これは私が撮ってきた写真なんですが、実際に

哨戒艦「天安」を引き揚げて、韓国の西海岸の海

軍基地の中で展示しています。見事に、本当に悲

惨に真っ二つに割れています。まあ、こういう事

案があったということです。 

それから、2つ目としては、人工衛星と称する

ミサイルです。明らかにはっきりしているもので

も、2009 年の 4 月。去年 4 月にマスコミで大公

開をして、ポシャッといったものや、去年の 12

月の、成功したと言われている発射の試みです。 

韓国も「負けじ」と発射ということで、韓国は

ロシアの技術を入れているのです。いままで数回

失敗して、やっとことしの 1 月 30 日に最初の人

工衛星の打ち上げに成功しました。朝鮮半島、北

と南で人工衛星を打ち上げる能力を持った国が

できてきたということです。 

それから、核実験。これももう皆さんご案内の

とおりですが、清津（チョンジン）の少し南の豊

渓里（プンゲリ）で 2006 年、2009 年、2013 年に

行っています。 

ことしやっているのは、中距離弾道ミサイルの

ムスダンと短距離弾道ミサイルのスカッドを元

山（ウォンサン）の近くに運んで、撃つと。4月

10日から 15日あたりの日本のマスコミも、もう

5分後には撃つような言い方でしたけれども、フ

ェイントをかけられていますね。まあ、どうなる

のか。まあ、考えはあります。 

次に、そういう一連の事象がずうっと起きてい

る。では、これをどうみるか。言わずもがなです

が、ある意味、キムダイナシティ、キム王朝と言

っていいんでしょうね。正恩（ジョンウン）さん

が、今後どう出るかということが非常にわからな

いところなんですが、では、ちょっとみてみまし

ょう。 
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北朝鮮に 2つの目標、3つの戦略 

北朝鮮の安全保障政策というのは何か。まず原

点は、朝鮮戦争です。朝鮮戦争に北朝鮮は勝った、

勝ったと言っています。しかし、冷静に軍事的に

みますと、北朝鮮が勝ったということは誰も信用

していない。どう公平にみても、北朝鮮からみる

と、かろうじて戦い抜くことができた地上戦だと。

ほとんどぎりぎり引き分けだということです。ド

ローです。そのとき、中国とソ連の支援というも

のがなかったら、完全に北朝鮮は負けていたので

す。これは北朝鮮にとって一番大きな教訓です。 

それからもう 1つは、とにかく海軍力と上陸作

戦については、これは手も足も出ないぞ、こうい

うのを、この先、敵に回すのかということが、朝

鮮戦争の 3つの大きな教訓です、軍事的にみます

と。朝鮮戦争は 1950 年から 53 年の話ですから、

60 年前の話ですね。これを原点にして、いま北

朝鮮はさらにどうみているかというと、やっぱり

逆立ちしても、この長期化している国際的な孤立

というものについては、これは抜けようがない。 

何が困るかというと、ハードカレンシー国際通

貨・国際決済通貨としてのドルの問題もあるんで

すが、北朝鮮の安全保障の立場から言うと、軍の

近代化ができないということなんです。在来兵備

というのは金がかかるんです。定期的に更新をし

ないと、能力の維持はできないのです。そこに非

常に彼らは苦慮している。 

それから、ＲＭＡ（Revolution in Military 

Affairs）です。これはアメリカの言葉ですけれ

ど も 、 あ る い は Ｎ Ｃ Ｗ （ Network-Centric 

Warfare）ですね。サイバー戦、こういう新しい

戦闘形態にも恐らく追従できていないだろう。 

もう 1 つは、特に 1980 年代以降の韓国の急速

な経済成長、それに裏づけられた軍の近代化、能

力向上というものを北朝鮮は目の当たりにして

いるわけです。これでどうそろばんをはじくかと

いうのが、北朝鮮の外からみたときの判断材料に

なるわけです。 

では、本音としては何だろうといったら、朝鮮

戦争の教訓から言いますと、アメリカと戦争をし

たらならんぞ。アメリカをどう抑止かするかとい

うのが一番プライオリティーが高いのですね。 

もう 1つは、朝鮮半島において、米韓連合軍と

地上戦に入ってはならない。最終的には負ける。

では、これをどう回避するか。そして、おそらく

朝鮮戦争当時みたいに、もう中国軍が直接介入と

いうことはないかもしれない。あるいはロシア軍

のパイロットが来て、ミグに乗ってアメリカと戦

うということはないかもしれない。しかし、少な

くとも中国とロシアは真ん中よりは北朝鮮寄り

にしておかないと、北朝鮮はもう立てないね、と

いうことでしょうね、本音としては。こういう分

析ができるのではないかと思っています。 

そのときに、では、北朝鮮の軍事オプションと

いうのはどういうものがあるのか。これは私の言

葉ですが、2つの目標と3つの戦略があるだろう。

2つの目標というのは、先ほどの本音なんですが、

アメリカをどう抑止するか。アメリカを抑止する

には、在来兵力ではだめなんです。このための戦

略が、「核戦力パッケージ戦略」です。核パッケ

ージとは何かというと、核弾頭と運搬兵器である

ＩＣＢＭなんです。これは兵力量は要りません。

1発、5発、10発でいいのです。ニューヨークや

サンフランシスコに届けば、アメリカを抑止でき

ます。逆に言うと、在来兵力を営々と維持するよ

りもはるかに費用対効果は高い。ある技術的な支

援を得れば、北朝鮮としては実施可能だというの

が核パッケージ戦略なのです。 

第二目標は、これも先ほどの本音なんですが、

米・韓と朝鮮半島において本格的な戦闘に入らな

いこと。ただやられるだけか。いや、そうじゃな

い。「無理心中戦略」なんです。これは何かとい

うと、Make Seoul sea of fire ですよ。ソウル

を火の海にする。最近、サンフランシスコを火の

海にするとか言っていますね。要するに、「もし

戦争が勃発したならば、私は負けますよ。しかし、

負ける際に、あなたたちに許容できないソウルを

火の海にして、あなたたちの財産を灰にしてから

私は死にますよ」ということなんですね。これが

いわゆる無理心中戦略ということなんです。 

第三の戦略というのは、よく皆さんは、北朝鮮

というのは予測困難な国家だと言いますね。本当

でしょうか。私はそんなことはないと思っていま

す。北朝鮮の予測困難というのは、「計算された

『予測困難国家』演出戦略」なんですね。しかし、

それは彼らが計算するわけであって、我々にとっ

ては非常に難しいんです。しかし、彼らは全く場

当たり的にあんなことをやっているわけがない。

ということで、奇襲。韓国、米軍の不意をつく。

天安、延坪島ですね。あるいはサボタージュと言

われるゲリラ的な活動を加味して、常に南に対し

て圧力をかけている。心理的なプレッシャーをか

け続けるという計算された予測困難国家戦略と

いうことだと私は思います。 

では、これも一部繰り返しになりますけれども、

では、行動方針はどうかというと、米韓との本格

戦争というのは、これは敗北が間違いない。では、
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敗北という前提のもとで、生き残るためにどうす

るかというのが最適行動方針なんですね。とにか

く南を挑発、脅迫して、しかし、本格的な戦争に

至らない程度に脅迫、挑発する。それが計算され

た奇襲なんです。散発的に奇襲する。しかし、本

格的戦争に至らないレベルで規模は限定する。ゲ

リラ的な軍事活動については、とにかく時々思い

出したようにやる。韓国としては、夜も寝れない

ですね、いつ来るかわからないですから。一番困

るのは、予測できないときに来られるので、対応

のしようがない。 

おそらくぎりぎりの限度と、北朝鮮がびっくり

したのが延坪島でしょうね。あのときは、韓国は

本当に怒ったんです。なぜかというと、島の住人

が亡くなったんです。あのときは、韓国は、Ｆ－

１５Ｋ戦闘機・スラムイーグルまで出して、いつ

でもたたけるところまで行ったんです。しかし、

韓国はそこで自重しました。あのとき、本当に行

っていたら、北朝鮮の攻撃部隊はいまごろ地上に

存在しないですね。その後、どうなったかわかり

ませんよ。北朝鮮は、ひょっとしたら限度を超え

たかもしれないという反省があるんです。だから、

あの後、2年間やっていないでしょう。ちょっと

冷やさないかんなということなんでしょうね。 

中国からすると北朝鮮の現状維持が重要 

これも復習になりますけれども、第一戦略の

「核戦力パッケージ戦略」、これはとにかく北朝

鮮は、世界の周辺諸国、世界が何と言おうと、核

開発とＩＣＢＭの開発はやめません。これは何と

言おうと、6カ国協議で何と言おうとやめません。

これしか生き残る道はないですからね。アメリカ

と対等に話ができるベースはこれしかないと考

えていますから。 

第二戦略の「無理心中戦略」、これは彼らの手

段としては、軍事境界ゾーンに置いている野戦砲

兵で、とにかくソウルを一撃でたたく。その後の

事態には責任を持てないというぐらいの対応を

とっているわけです。唯一のできることですね。 

それから、第三戦略、「計算された『予測困難

国家』演出戦略」。これについては、とにかく特

殊部隊をうまく使って、今後も散発的に、延坪島

よりも低いレベルではこの先もあり続けるだろ

う。韓国は、ここについては備える必要があるだ

ろうということですね。 

北朝鮮は、核とミサイルについては、これはも

うストップがない。アメリカに対して切れる唯一

のカードだということです。 

中国はいま、困っています。アメリカと北朝鮮

とで板挟みになっているのです。中国にとって一

番重要な国は北朝鮮ですか。違いますね、アメリ

カですね。と同時に、安全保障上の国益としたら、

やはり朝鮮半島が全部アメリカの影響力に落ち

るということは許せない。この板挟みなんです。 

ということで、北朝鮮について言えば、現体制

を継続して、友好国として維持しようとしたら、

とにかく現状維持しかないだろう。北朝鮮を臨終

の床に入れるけれども、とにかく手練手管、万難

を排して殺すな、というのが、おそらく中国の戦

略、本音なんでしょうね。 

あと少し、尖閣情勢についてどうみるか。岩山

です。私もこの上を何回か飛びましたけれども、

人間がいられるところはわずかです。そういう意

味で、ここに人を住ませるということについて言

えば、戦争前の鰹節の工場の人たちはよくやった

なと思いますね。これはいま、日本人をここに置

くとしたら、まず草食系の日本人はだめですね。

肉食系もだめです。恐竜系の日本人が数名、ここ

で頑張れる程度ですかね。 

海抜数メートルしかありません。津波ではなく

て、大きな低気圧、強い低気圧が来たときは、完

全に波が抜けますから、台風なんか来たときは、

ちょっと目も当てられないです。ということは、

基本的には人工の構築物というのは、まず維持で

きない島です。ここをめぐって、いま頑張ってい

ます。 

これも皆さんご案内のとおりですが、一番近い

のは台湾と石垣から大体 170 ㎞です。沖縄本島か

らは大体 410 ㎞。中国大陸の一番近いところから

約 330 ㎞。絶海の孤島なんでしょうね。きのうも

そうですけれども、海上保安庁は、頑張っていま

す。頭が下がります。 

しかし、ここからです。本当にこれでいいのか

ということを考えていただきたい。けさも、きの

う 8隻入ったということで、朝のニュースショー

でゲストの皆さんが、「尖閣の警備は海上保安庁

の任務だ、海上保安庁の能力を向上させなければ

いかん」と言うんですよ。どう思います？ 皆さ

ん、最初から先入観を持っていません？ 実はそ

うではないのです。それをいまから話します。 

まず、いまの現状の能力から言いますと、海上

保安庁は飛行機を警戒する能力はありません。潜

水艦を警戒する能力もありません。仮に中国から

特殊部隊みたいなものが来たときに、特殊船に対

処する能力もありません。法治国家ですから、日

本の法律に基づいて海上保安庁は行動するわけ



 

9 
 

ですけれども、巡視船というものと中国の公船、

海艦あるいは軍艦との関係がどうなのか。 

海保の任務に「領海の維持」はない 

これは後で言いますけれども、海上保安庁法の

2条、これは自衛隊法の 3条と一緒で、一番の根

幹の任務です。海上の安全及び治安の確保です。

テレビで識者が言われる領域の警備というのは

どこにあるんですか。皆さん、違法なことを海上

保安庁にけしかけていません？ 法治国家で、日

本の政府機関、それも法律を執行する機関の根本

任務は、領域、領海の維持というのは 1つもない

んです。なぜ海上保安庁がするんですか。先入観

でしょう。いままで皆さん、疑ったことがないか

らですよ。要するに、日本には領海を守る法律が

ないということです。ただ、海上保安庁しかない

からやらせているんでしょう。そんなことで海の

同僚にそんなことをやらせていいんですか。 

法治国家について、皆さん、特にマスコミの方

は敏感ですよね。こういう疑問がなぜ起きてこな

いんですか。私は海上自衛官だから、海上保安庁

にやらせるな、自衛隊にやらせろ、と言っている

んじゃないんですよ。私は海上保安庁にやらせる

べきだと思っていますが、法律が整っていないと

いうことを言っているのです。 

海上保安庁は必要なときに武器を使うことが

できる。しかし、海上保安庁法 20 条で、任務の

対象は軍艦及び公船を除くとある。軍艦と公の船

は使えないのです。ということは、相手の船が力

を使ったときに、海上保安庁はどうやって対応す

るんですか。逆に言うと、民間船にしか武器を使

ってはいけないと書いているんです。これで守れ

と言うんですか。 

25 条には、軍隊としての機能は一切してはな

らない、とある。ところが、識者は何と言ったか

というと、能力の向上をさせないかん、対空能力

を、と。海上保安庁の船に、なぜ対空能力、対潜

能力がないかというと、それは軍隊の任務だから

です。海上保安庁の任務ではないから持っていな

いんです。両手、両足、目と耳をもいだまま、あ

の島を守れと言うんですか。唯一、中国がいま強

行手段に出ていないから救われているんです。 

海上保安庁というのはいまものすごく頑張っ

ています。しかし、我が国の法律執行機関なんで

す。海上保安庁は現場で違法行為があったときに、

日本の領海内だから、漁業法違反とか、移民法違

反で、相手の民に対しては法律の執行ができるん

です。いまそれをやっているんです。ですから、

中国の海艦に対しては、「あなた、日本の領海に

入っていますよ。出てください」としか言ってい

ないんですね。それ以上のことはできない。 

威勢のいい一部の人たちが、自衛隊を出せと言

っています。自衛隊はもっとできません。自衛隊

は、相手の侵略があって、防衛出動が出ない限り、

動けない。いま尖閣事態で防衛出動が出ています

か。出ていないですね。ということは、いまは何

もできないのです。 

海上警備行動というのはあります。しかし海上

警備行動というのは警察力の延長です。相手の公

の船が、日本の領海、領土で違法行為をする、こ

れは主権の侵害ではありませんか。主権の侵害と

いうことに対して、しかも、外国の官と軍に対し

ては、日本の法律は一切ききません。ということ

は、警察行為はきかないんです。警察は日本の法

律を執行するわけですから。自衛隊は、海警行動

で言っても、警察や海上保安庁以下のことしかで

きないのです。ということは、出さないほうがい

いということですね。 

防衛省設置法である調査研究活動ということ

で、いまＰ－３Ｃ哨戒機が情報を提供しています。

これは実は任務でも何でもないのです。任務を遂

行するための調査研究をやっているんです、建前

上は。これは独立国としての姿ですかね。領土、

日本の主権を守る活動の一環ですよ。 

私は、ここで泣き言を言っているつもりは全く

ありません。尖閣事案が日本の主権、国益に関わ

ることであれば、一回原点に返って、国民の皆さ

んが全部考えないと。特に現場で頑張っている海

上保安庁の人たちをどうバックアップするのか。

いざ自衛隊を使うというときに、どう使うのかと

いうことができない可能性がありますよ、という

ことなんです。 

特に、自衛隊は防衛出動がないと基本的には動

けないんですけれども、この 3要件は、政府統一

解釈なんですが、「我が国に対する急迫不正の侵

害があること」、「この場合にこれを排除するた

めに他に適当な手段がないこと」、「必要最小限

度の実力行使にとどまるべきこと」の 3 つです。

いまの尖閣の周辺海域の状況、おそらくこれに当

てはまりません。 

仮に誰かが上陸して、悪さをした。無人島、岩、

急迫不正の侵害か。相手が何者かも特定できない

ですよね。一般論で言ったらそうですよね。この

前の香港の跳ね上がり者の場合、自分たちが旗ふ

って「おれだ、おれだ」と言ってくれたから民と

して対応できたわけですよね。いきなり相手がド
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ンと上がったとなったら、軍なのか、官なのか、

国境警備隊なのか、跳ね上がり者なのか、わから

ない。どう対応するか。 

要するに、冷戦時にソ連が北海道に 5個師団で

上がってくるということを想定して国民に説明

した、この解釈はもうきかないということです。

要するに、自衛隊を使うということに関して言え

ば、これほどまでに垣根が高い。 

防衛出動も敷居が高すぎる 

私はもう一回言います。自衛隊を使えと言って

いません。自衛隊は使うことは、最悪のというか、

最後の手段にとっておくべきだろう。しかし、制

度として、いつでも使えるということについては、

抑止力になるんですね。しかし、制度としていつ

でも使えるということになっていないというこ

となんですね。 

原点に返りますと、尖閣事案というのは、我が

国の主権の侵害なのかどうか。あるいは警察行為

なのか。我が国の法律を相手に執行するのかどう

か。相手が官と軍の場合は、我が国の法律が執行

できない相手ですから、もうそのオプションは消

えているんですよね。ということは、いわゆる我

が国の主権が侵害された、すなわち防衛事態とし

て――どういう対応をするかというのは別です

よ――いわゆる領海・領域の警備というのをしっ

かりと定義をしてやらないといけない事態だろ

うということですね。 

自衛権発動の 3要件、いま申しあげましたよう

に、非常に敷居が高い。もう 1つは、相手によっ

て、民と 100％特定できる場合、これは海保、警

察でしょう。民と判断できない場合、民として対

応したときに、相手がもし軍だったらどうなりま

す。警察、海上保安庁はやられますね。警察の機

動隊、1個小隊、20名、全滅ですよ。不用意に上

がれませんね。では、官として対応する。防衛出

動ですか。敷居が高い。本当の軍だと、初めて防

衛出動ですね。血を流す覚悟があるか、というこ

とです。 

非軍事事態で、海上保安庁は相当背伸びをして

頑張っているんです。しかし、領域警備任務とい

うのはないんですが、領域警備任務を実効的には

やっているのです。 

防衛出動に至る軍の段階というのは非常に敷

居が高くて、しかも、その中で何を根拠に出るか

というのもよくわからない。そもそも主権の侵害

事態というのは何なのかということも、尖閣事態

について言えば、論議百出で、明確に整理されて

いない。 

私が北京ならその間隙を突く 

一番問題なのは、防衛出動が出ない、海上保安

庁の能力を超える場合、どうするのかが決まって

いないんですよ。私が北京だったら、ここをつき

ますね。本格的な軍事侵攻なんて、愚の骨頂です

よね。日米安保発動になりますし、ここをどうす

るかということを考えていただきたいというこ

とです。 

ということで、私は別に領海法とかを言うつも

りはありませんが、海上保安庁のそもそもの任務

の中で、2 条にはないんですよ、ないんだけど、

海上保安庁がやらなきゃいかんのは事実なんで

す。どういうふうな格好で任務を与えて、どうい

う権限を与えるか。 

もう 1つは、自衛権です。いま我が国で伝統的

に論議をされてきた自衛権、集団的自衛権が禁止

されている、そのとおりです。防衛出動が出る前、

グレーゾーンで相手がどう出るかわからないと

きというのは、自衛隊は正当防衛以外は、一切動

けないのです。正当防衛のときは、武器を使って

もいいけど、相手を傷つけるなということです。

日本は拳銃を持っている警察官が一般の犯罪者

を傷つけてはいかんのですよね。ですから、警察

官職務執行法第 7 条というものの一番の根底は、

武器は条件が合えば使えるけれども、傷つけては

ならないということなんです。 

さっきのグレーゾーンといいますか、いま言っ

ているのは、防衛出動が出ない、ここの段階で、

自衛権というのをどうみますか。おそらく尖閣で

起きるのはここです。ここで起きるほとんどのケ

ースがみえているのに、何もないということです。 

例えば、パラシュートは風によっては 60 ㎞ぐ

らい飛びますから、尖閣の西のほうから真っ暗な

日にＧＰＳで中国の特殊部隊が落下傘で降りて

くる。夜、海上保安庁は対空能力がありませんか

ら、わからない。翌日の朝、五星紅旗が立つ。弾

を一発も打たない。気付いたら五星紅旗が上がっ

ている。北京で衛星中継をする。尖閣を取り戻し

たぞとＣＲＩ（中国国際放送局）が報道する。弾

は一発も撃たない。血は一滴も流れない。日本は

防衛出動もできない。日米安保の発動もない。実

効支配するのは誰か。要するに、グレーゾーンを

つかれたら、こういうことが起こり得るよという

ことなんです。 

では、おそらく聞くでしょう、「そんなことを

言ったら、補給部隊を止めればいいじゃないか。
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さっき、岩山と言っていたじゃないか。水も飯も

ないぞと。兵糧攻めにしろよ」と。誰が兵糧攻め

にするんですか。防衛出動が出ていないんですよ。

相手の輸送船が堂々と来ます。どうやって止める

んですか、公の船ですよ。理論上、止めようがな

いでしょう。 

本当は、海上保安庁の船が体当たりで行くんで

すが、違法行為ですよね。国際法上、海上保安庁

には何の理由もないですね。そんなことをさせる

んですか、法治国家として。 

いま極端なことを言っているようですけれど

も、理論上は起きるんですよ。あるいは、向こう

の輸送機が来て、パラシュートで水、食料を落と

す。航空自衛隊がスクランブルをかけ「ここは、

日本の領空ですよ」と言う。「何を言っているん

だ。あの島はおれの旗が上がっているじゃないか。

おまえなんか出ていけ」でしょう。それでも、「い

や、きのうまで日本の領空で、おまえらが違法占

拠したんだ」。航空自衛隊も、防衛出動が出てい

ないですから、撃ち落とすこともできない。いま

問題になっている、曳光弾の射撃で信号射撃をす

るだけですよ。 

荒唐無稽なことだろうと言ったら、実はあるん

ですね。昭和 17年 8月 17 日、ミッドウェー海戦

に負けた 2カ月後ですね。アメリカは、日本が占

領していたマキン島に本当に潜水艦で上がった

んです。一晩でスイープして帰った。帝国陸海軍

は何も動けなかった。奇襲ですよ。要するに、軍

事作戦というのは成り立つということです、私が

言いたいことは、とんでもないフィクションの話

をしているのではないんですよ。 

参考までですけれども、このときの海兵隊の上

陸部隊の副司令官はルーズベルト大統領の長男

です。ルーズベルト海兵隊です。彼は生存して帰

りました。 

もう最後ですね。だから、いま言ったようなと

きに、防衛出動というのは可能ですか。特殊部隊

が来たときに。ちょっと考えてみてください。少

なくとも政府の解釈だと、難しい。では、防衛出

動が発動されないとしたら、日米安保は発動され

ますか。いま日本は、日米安保を頼りにしていま

すよね。一瞬にしてそれをひっくり返すことがで

きる可能性があるんです。 

さっき言いました、後続の補給活動についても、

防衛出動がないと、兵糧攻めにもできない。輸送

船、輸送機ですね。中国の旗が上がって、もうこ

れはおれのものだと言ったら、実効支配国が中国

になってしまったら、いよいよ日米安保の発動根

拠がなくなってくる。対領空侵犯だって、防衛出

動がないと、警告はできても、それ以上のことは

できないということです。 

最後に、頭の体操で、「おまえ、相当違うこと

を言ったな。いま、ちまたで言われているのは、

漁船が 100 隻来て、何百人もの民間人が上がって

占拠するのがシナリオじゃないのか」と皆さん、

思っていますね。私が北京だったら、そんなこと

は絶対しません。 

なぜか。いいですか。目標は何ですか。尖閣の

実効支配の確立ですよね。あるいは尖閣を我がも

のにすることですよね。ところが、漁船、過激派

の人が上がるということは、民ですよね。民とい

うことは、海上保安庁、警察が大変ですけれども、

向こうの倍の兵力で抑えればいいんです。そうし

たら、日本は世界に対して、尖閣で日本の法律を

執行して、日本の警察と海上保安庁が中国人を抑

えた。尖閣は日本のものだということを、中国の

行為によって世界に宣伝できるんです。それが軍

事です。 

その中に、万が一、武器を持った軍人が紛れ込

んでいたら、これは中国は国際法上の明確な違反

です。世界から相手にされなくなります。なぜか

というと、軍人は、軍隊である記章を明確にして

戦うことを要求されているからです。だから、そ

のときは、仮に日本の警察、海上保安庁に相当の

被害が出たとしても、中国はメンツ丸潰れです。

おそらくそういうリスクは、北京はとらないでし

ょう。 

つまり、いまちまたで言われているようなシナ

リオについては、私は、あり得ないと。備えるべ

きは、いま言ったような奇襲だ。要するに、日本

の制度の不備によって、空白事態が大き過ぎる。

そこをどうやるのかというのが皆さんに考えて

いただきたいことだということで、終わります。 

≪質疑応答≫ 

司会 ありがとうございました。何か相当力が

入って……。では、私から 2つだけ質問して、あ

と、皆さんから伺いします。 

まさに空白をどう埋めるかという知恵を出せ

というんですけれども、プロとして、取っかかり

になるような材料をいただけないかということ

と、それから、こんな問題を、いまの日本の政府

部内が、政治も役人も、その空白を埋めるべく努

力をどういうふうにしているのか、その辺をどう

みておられるのか。 
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日本は本気だという信号を示せ 

香田 まず、相当厳しい、驚かせるつもりで言

ったのではないのですが、そういう可能性があり

ますし、特に奇襲と、空白をついてくるというこ

とは、本当に考えておかなきゃいけない。 

ただし、中国の抑止が不可能かというと、不可

能ではないんですよ。これは何かというと、警戒

監視というものをしっかりすると、ああいうこと

はできないんですね。 

ところが、最初にちょっと言いましたけれども、

海上自衛隊のＰ－３Ｃが飛んだりして現場を警

戒しているのは、任務で飛んでいるのではないん

です。任務じゃないものですから、例えば昼間だ

けしか飛んでいない。これを例えば 24 時間――

これ、ものすごい努力が要るんですよ。油も要る、

飛行機もぎりぎり使わなきゃいかん。しかし、24

時間あそこを 100％飛べば、中国はこういうこと

ができなくなる。まず物理的に警戒監視体制とい

うものをより高めるということなんですね。これ

で能力的には抑止ができます。 

もう 1つは、繰り返しますけれども、私、自衛

隊を投入せよと言っているのではないんですが、

防衛出動の政府統一解釈というのは、冷戦時にソ

連が北海道にきたときの、極めてクリアな、シン

プルな説明しかしていないんですよね。こういう

グレーのときの説明はなされていない。こういう

ときに、何をもって防衛出動を下令するかという

標準をもう一回練り直すことなんです。 

これはいろいろ考えがあると思いますけれど

も、早急に、少なくともいまの政府統一解釈とい

うのは、尖閣事案あるいは西日本の事案にはほと

んど使えないということで、そこを練り直す。必

要な時には自衛隊を毅然と使うというのを、中国

に対して、日本の政府の方針が変わったなと。要

するに、彼らは本気だなと。空白ゾーンを埋める

明確な信号というのはそこなんです。その 2つだ

と思います。 

 

司会 もう 1つは、米中、日中の、いまの本当

のところの軍事的なバランスの実態なんですけ

れども、ミサイルですね。向こうはミサイル 100

発も持っていて、ミサイル関係では、こちらのＳ

Ｍ３とか、ＰＡＣ３では、とても抑止力としては

対抗できない状態にあって、そのこと自体をまず

前提として考えなきゃいけないということ。 

あと、アメリカと最終的には米中の大きな対決

になると思うものですから、先ほど、ＳＤＩのこ

ともおっしゃったんですけれども、結局、アメリ

カはＳＤＩで、冷戦体制でソ連に勝った。いま、

逆に中国がそういうことをしようとしているの

かというふうに聞いたんですけれども、ただ、軍

拡競争をした果てに、本当に中国がアメリカに勝

てるのかどうか。その辺のことをどう考えておら

れるのか、お願いします。 

米はシャドーボクシングしている 

香田 1 つは、私、よくアメリカ人に言うのは、

「君らはシャドーボクシングをしている」。先ほ

どの対艦弾道弾の話、ＳＤＩを引きましたけれど

も、やはりある筋というのは相当に中国を過大評

価して、シャドーボクシングをして自分で疲れ果

てている感じがありますね。そこは冷徹に分析を

する必要があるだろうと。 

言いたいことは、きょうあるいはこの先 5年ぐ

らいをみると、日米を総合的に機能させれば、お

そらく中国はまだ全く問題はない。ただ、いま言

われました、第二砲兵と言われるミサイル部隊、

これは本当に数百発単位で撃ってきますので、こ

れに対しての直接的な防衛能力というのは、これ

は世界のどこの国もないと思います。ただし、こ

れは抑止なんですよね。 

もしそれをしたら、中国が一番怖いというのは、

香港から天津までの海岸地帯の中国の富、これを

破壊されることなのです。何で破壊するかといっ

たら、アメリカのクルーズミサイルです。これは

中国の第二砲兵と同じぐらい中国が怖がってい

るのです。 

つまり、対中抑止というのは、核でなくても十

分に成り立つんですね、日米安保を機能させれば。

さっき申しあげましたけれども、おそらく中国に

とって経済活動の維持というのは国家の主権に

次ぐ国家目的なのです。その富を生む経済活動の

エンジン部分が香港から天津までの地帯ですね。 

そこについて言えば、アメリカはいつでもあい

くちを、突きつけています。緊張すればするほど、

トマホークミサイルを積んだ原子力潜水艦を展

開する。グアム島の爆撃機が朝鮮半島に行きまし

たね。あの、半分は北京に向けていますからね。

あれは「この飛行機はいつでもクルーズミサイル

が飛びますよ。相手は北朝鮮だけではないです

よ」と、北京に言っているわけです。ですから、

アメリカは別の手段で、十分中国の抑止能力を持

っているのですね。 

ただし、日本としてはこれから、それを念頭に

据えて、より防御能力を高めるというとは必要だ

ろう。ただし、この先、中国の経済成長が 5％と
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落ちてくるにしても、さっき言いました空母もそ

うですけれども、20 年後には、いままいた種が

中国で花咲きます。日米は、財政問題で相対的に

兵力が落ちてきますから、このときにどうなるか

というのは、実は非常に予測は難しい。逆に言う

と、日米がどれだけ努力をするか。「20 年も」

という考えは、私は禁物だと思います。「20 年

しかない」ということ。 

20 年というのは、3等海佐が海将になるぐらい

ですから、早いんです。皆さんの会社もそうでし

ょう。結構早い。ポイントは、日米と中がどうい

うレースをするかなんですよね。ここは、もうま

さにこれからの政策にかかるということだと思

います。 

 

司会 では、会場から質問を受けます。できる

多くの方に聞いていただきたいので、1人１問で、

簡潔にお願いします。 

 

質問 この間のレーダー照射の件でお伺いし

たいんですが、ＲＯＥ（交戦規定）の件です。Ｒ

ＯＥは、通常は国家の中枢もしくは軍のトップが

決めて、現場指揮官が守るということになる。今

回のこのレーダー照射の件に関して、特に日本人

が非常に心配をしたのは、突発的な衝突ですよね。

中国の現場の指揮官のレベル、今回艦長になると

思いますけれども、ＲＯＥを遵守できる感覚とい

うか、レベルにあるというふうに感じでいらっし

ゃるかどうか。 

もう 1 つは、それに関連するんですけれども、

いわゆる中政懇のような、こういう今の関係が緊

迫しているときは、香田さんもそうですけれども、

ＯＢの方のネットワークというのがあって、向こ

うの軍のトップやＯＢの影響力のある方の、本音

を聞くチャンネルというのが、いまも機能してい

るのかどうかをお尋ねします。 

現場同士では本音の議論も 

香田 総体的に言うと、中国のそういう遵守を

する能力というか、文化というのがまだ国際標準

から相当遅れているということだと思います。実

は、日中佐官級交流というのが、ことし中止にな

りましたけれども、日本の財団のスポンサーで、

数十人規模で交流をしているんですけれども、私

は防衛課長のときですが、帰ってきた人たちの報

告を聞いてびっくりしたのは、「課長、中国の海

軍の人、国際法を知らんですよ」と言うんです。

要するに、中華思想の国ですから、ちょっと悪い

言い方をすれば、自分たちが法律なんです。やっ

と最近、これではあかんということで、国際慣習、

国際法に相当忠実になってきた。 

しかし、例えば、今回のレーダー照射といいま

すか、レーダー照準。これについて言えば、もう

おそらく中国――北朝鮮もそうかも――世界の

一握りの国を除いては、絶対にやっちゃいけない

という了解事項なんですね。起源は米ソ海上事故

防止協定なんですね。1980 年代の後半、レーガ

ン軍拡とブレジネフが最後ぶち当たって、あのと

き黒海で本当に軍艦同士が衝突しているんです

よね。これではいかんということで、例えばレー

ダー照準、レーダー照射はやめましょうとか、夜

に探照灯照射はやめましょうとか。その中で、レ

ーダーで少なくとも相手を照準するとかいうこ

とについては、これはもう間違いの可能性がある

のでやめましょうということです。これは中国が

自分は加盟していないといっても、知らないとも

言えないことなんですよ。それを、どのレベルに

しても、きのうかきょうの新聞だと、これは共産

党の上が指示したとか言っていますが、それはお

そらくわかりません。関係者がおられたら、ごめ

んなさい。 

ただ、低いというよりも、中国はいまだに自分

の解釈で動いているという理解のほうが正しい

んでしょうね。ですから、日米も、そこは相当そ

ういう国際慣行をとるようにブレーキをかける

ようにしています。一般論としては、やはり自分

流の解釈でやる傾向はいまだに強い。これはもう

少し時間がかかると思います。 

それから中政懇の話は、これはイエス・アン

ド・ノーですね。イエス・アンド・ノーというの

は、実は私、来月、団長で行くんですよ。しかし、

これは適時性という面で非常に劣るんですね。中

身は相当突っ込んで本音のところをやっていま

すけれども、例えばきのう、おとつい、レーダー

照準が起きたと、いますぐやるかといったって、

それは向こうもどっこいしょ、こっちもどっこい

しょです。例えば個人的に向こうのＡ少将と電子

メールは通じるということはありますよ。それは

ないよりか救いなんですけれども、これはもう少

しパイプを太くしていく、あるいはもっと複数の

ものをつくっていくことが必要だと思います。 

 

司会 どういう会合に行かれるんですか。差し

支えなければ。 

 

香田 中政懇と言いまして、今回で 36回目で、
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これは尖閣が起ころうと、靖国が起ころうと、一

回もやめたことはないんですよ。自衛隊のＯＢが

陸海空大体 2人ずつで 6名ですね。団長を入れて

7 名か 8 名を基準として、中国に約 10 日間、北

京で 2 泊もしくは 3 泊です。1 日は 100％全部中

国の軍の、まあ上級スタッフ、いわゆる大佐、そ

れから准将クラスです。これと本音で、もう「尖

閣、おまえ、何、言うとるんだ」というような感

じの論議をやっている。これはそのかわり、当然

それが外に、政策に影響することはないという前

提でです。 

ただし、本音を「自衛隊は尖閣で動くのか」と、

向こうはそういうことを平気で聞いてくるわけ

ですよ。「いや、それはわからんぞ」と。ただし、

例えば民主党にかわったときは「君は今度の新政

権をどうみるか」、そういう質問もされています

し、非常にフランクというか、ほとんどタブーな

しの論議を、ほぼ 1日やるんです。 

 

司会 現役じゃなくて、ＯＢなんですね。 

 

香田 日本はＯＢです。向こうは現役なんです。

ある意味、そこは自由に言えるんですけれども、

当然、帰ったらフィートバックはしていますし。

これはとにかく 1 つのポイントは、靖国、尖閣、

何があろうと、ことしも向こうは受け入れて、6

月 5日から 14日まで行ってきます。 

 

質問 尖閣をめぐる日本の対応の空白を指摘

されたわけですけれども、北朝鮮についてのお話

の中にも、何か若干空白があったように思うんで

す。というのは、北朝鮮の軍事オプションについ

て、日本の言及が全くなかったわけですけれども、

これは、日本は全く無関係ということをおっしゃ

っているのか、あるいは言い忘れたのか、どっち

なんでしょうか。 

 

香田 これも証明のしようはないんですが、北

朝鮮にとっては、とにかくアメリカとやるという

ことで手いっぱいでしょうね。同じように、相当

韓国も無視していますよね。やっぱり北朝鮮の 1

つの利口なところというのは、自分たちが相当、

窮鼠に追い詰められているということはわかっ

ていますので、当然日本についても、韓国につい

てもあるんですけれども、とにかく主敵をアメリ

カ一本に絞って、カードはどんどん切ってきてい

る。当然、日本ファクターというのを無視してい

ることは、これは絶対ない。というのは、アメリ

カがこっちでいろんなことをやる。あるいは韓国

はいま非常に日本を嫌っていますけれども、朝鮮

半島で何かあったら、とにかく日本が頑張らなけ

れば、朝鮮半島でのことは、アメリカは動かない

わけですよね。そういう意味では、彼らは 100％

計算には入れています。計算には入れているんで

すが、ここぞというときに、アメリカと勝負した

いのに、わざわざ日本を出して焦点をぼやかすと

いうことはやっていない、ということなんですね。

ということでよろしゅうございますか。 

 

質問 先ほど話に出たレーダー照射のときも

そうなんですけれども、中国国防部はよく、日本

の海上自衛隊がやたらに我々の演習につきまと

ってうるさいんだといいます。しばしば接近して

きて、写真を撮るは、頭の上をヘリコプターで飛

ばしてと。外国の軍艦同士、よくそういうことは

あるんだという説もあるし、中国の言うように日

本がやり過ぎなのか、その点をお伺いしたい。 

それから、もう 1つ。今月、日中間で防衛局長

協議があるということなんですけれども、いま尖

閣に出ているのは、日本の海上保安庁と中国の海

艦、艦警といった軍の船じゃないわけですね。そ

うすると軍隊同士、あそこの衝突回避については、

一体どういうことを話し合うことになるのかを

伺います。 

軍の上には共産党がいる 

香田 中国がああいうふうに言っていますけ

れども、これもさっきの、まず公の海では演習を

するのも自由、追っかけるのも自由なんですね。

その中で、問題はどの近さまで行くかということ

なんですよ。まずは中国が自分たちの演習につき

まとうから邪魔だということは世界のどこの国

に対しても成り立つ理屈ではない。成り立たない

理屈なんですね。 

もう 1つ、日本が適用しているのは、米ソの事

故防止協定を原点とした日ロの事故防止協定と

いうのがあるんです。日本とロシアと。これは基

本的には一緒なんですよ。なぜかというと、日本

とロシアが日米と違っていたら、ロシアにとって

はアメリカと日本で混乱しますよね。あるいはヨ

ーロッパでも混乱するので、基本的にこれは世界

中一緒に、当時まだ冷戦の最後の段階だったので、

いわゆるＮＡＴＯ諸国と日本が同じものを結ん

だのですね。基本的なその標準で動いているんで

すよ。さらに、おそらくいまだと、それに、例え

ば中国を相手のときは国際標準の更に 10％以上
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近寄るなと言っていいぐらいだと思います。10％

か 20％かは、わかりませんけれども。 

ですから、中国は不慣れなために、仮に実際の

数値はちょっと忘れていますけれども、例えば中

国の船に、ロシアの船に 1,000ｍに寄ってはいけ

ないというときに、さらに 2 割自主規制して

1,200ｍとしたときに、中国からみたら、やっぱ

りそれはうるさいとみえるのかもしれません。た

だ、中国の言い分は言い分なんですけれども、国

際標準から言ったらこれは全くおかしなことじ

ゃないということですね。 

とにかく気をつけなきゃいかんのは、公の海と

いうのは、良くも悪くも自由の海なんです。とい

うことで、私は中国によく言っているんですけれ

ども、「宮古水道を通るのはあなたたちの自由だ。

日本のマスコミ、一部騒ぎ過ぎている。なぜか、

それは公の海なので、あなたが編隊を組もうと何

百隻通ろうと、そこは自由に通ってください。し

かし、我々は、日本の近海に来たらあなたを見に

行きますよ。見に行くことも国際法上の別の自由

です。そこは日本の国防組織としての任務ですか

ら。ただし、安全距離は守ります」ということを

言っているわけですね。 

ただ、そこはおそらく、感覚的に中国の海軍の

現場の人が嫌っているのか、あるいは意図的な宣

伝でそう言っているのか、あるんでしょうけれど

も、常識的に言うと、海上自衛隊が誤り、あるい

は意図的にその距離を縮めない限りは、国際的に

は中国の論は通らないということだと思います。 

それから、防衛局長会議があるということです

けれども、実は一番不幸なことというのは、日中

――私は現役の防衛部長のときに、実は中国の北

京の海軍司令部に、そういうチャンネルをつくろ

うと、国際会議のときに何回か要求したことがあ

るんですよ。まだ、そういうチャンネルはないん

です。話せれば一番いいんですが。 

一番の問題というのは、軍の上に共産党がいる

ものですから、彼らの言い訳かもしれないんです

けれども、やっぱり共産党の同意が得られないと

いうのですね。結局、これは相当高いレベルで、

何かあったときのホットラインみたいなもので

もいいんですけれども、早く日中でつくらないと、

やはり不測の事態が起こりかねない。ところが、

不幸なことに、日中だけがないということで、こ

れはもう、尖閣の押したり引いたりとも別な話な

ので、何とか政治のレベルで解決していただきた

いなというのが、ＯＢとしての希望でもあります。 

 

質問 資料の「北朝鮮がアメリカが怖いわけ」

の 2番目に「圧倒的な米海軍、空軍力」、3番目

に「想像を絶する米軍の両用船能力」とあります

が、この両用船というのは、海兵隊のAmphibious 

warfare のことですか。 

 

香田 はい。平たく言えば、仁川（インチョン）

上陸作戦です。まあ、あれで朝鮮戦争は勝ったよ

うなものですから。 

 

質問 先ほどのご説明で、奇襲攻撃で尖閣列島

をとられた場合には、要するに、日米安保の発動

はないということなんですか。それを発動させる

ためにはどういうふうにしていったらいいとお

考えになりますか。 

奇襲攻撃には間髪いれぬ防衛出動を 

香田 暴言を吐きます。国に与えられた時間は

数時間だと思います。直ちに間髪を入れずに、防

衛出動を発動して、自衛隊の部隊が奪還作戦をす

ることです。 

そうしたら、中国の行動は我が国の主権の侵害

である。ですから我が国は自衛権を発動して、島

を取り戻す。軍事作戦を起こすということを世界

に宣言するんですね。この宣言があった途端に、

世界の世論というのは日本に向きますから。そこ

で自衛隊が行動を起こした途端に、ある意味、ア

メリカは何らかの安保条約に基づく軍事活動を、

あるいは政治活動を、いわゆる国連での例えば安

全保障理事会でのまずメッセージから始まって、

その間に準備をして、ということで 1つの大きな

歯車が動き出す。 

ただし、これが 2 日後だともう無理ですね。2

日で既成事実をつくられますから。要するに、2

日間何もしないということは、日本が取り返す意

図がないということなんですよ。おそらく、2時

間か 5時間かということはわかりません。しかし、

東京が速やかに判断をして、まずとにかく「これ

は日本に対する侵略事態で、我が国固有の自衛権

を発動する。防衛出動を発動して、自衛隊を投入

する」ということをとにかく早く言うことなんで

すね。実際の行動はそれからさらに遅れても構い

ません。国際的に勝負をしながら、準備ができた

ところで……。ただし、やみくもに突入しても、

これは血をみますので、そこはじっくりと準備を

して、最適のアクションでとっていくということ

でしょうね。 
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司会 香田さん、いまの香田さんの個人的な見

解ですか、それとも組織としての 1つのスタンス

ですか。 

 

香田 まあここまで考えていただいている後

輩、あるいは官邸がおれば、私はここでこういう

話をせずに、新橋の飲み屋でやきとりを食べなが

ら酒を飲めていたと思います。（笑） 

 

質問 日韓関係ですね、非常に難しい状況にな

っているわけです。昨年「アーミテージ・ナイレ

ポート」というものが出て、その中でも日米安保

の関連で言えば、日韓関係、しっかりやれよと。

特に日韓軍事機密保護協定、これがずうっと棚上

げのままになっていまして、特にアメリカからみ

て、安全保障上、日韓がこういう非常にクールな

状況になっていると、かなり問題ではあるし、2

月の安倍訪米のときにもこのあたりの話はくぎ

を刺されていたわけですけれども。日韓がややこ

しい状況にあると軍事的にどんな弊害が、具体的

にあるんでしょうか。 

日韓に共通目標なくなった弱み 

香田 言い方はいくつもあるんですけれども、

まず日韓関係について言いますと、私は自衛隊の

中では少数派でした。少数派というのは、早く日

韓関係をやらないかん。実は日韓の軍事関係とい

うのは、1990 年代の初めまでというのは何もな

かった。交流はなかったんですね。これじゃあか

んだろうということで、1996 年に私が防衛課長

のときに、ソウルに行った機会に、司令部に乗り

込んで、「交流をやろうよ」と言ったときに、向

こうもびっくりして、おまえは何を言うんだと。

まず「海軍の大佐がどういう権限で来ているん

だ」と聞かれました。これは海上自衛隊のトップ

まで了解した話だと言ったら、向こうは仰天して、

それから 2 年たって、1998 年から実は始めた。

三軍で初めてですよ。 

言いたいことは、相当韓国に思い入れのある香

田なんですよ。しかし、その後の進展というのは、

非常に失望といいますか。1つ理解しておかない

といけないのは、米韓同盟というのだけは冷戦の

中でも特化した、北朝鮮に特化した同盟関係だっ

たんですよ。ということは、冷戦時代というのは、

ＮＡＴＯがヨーロッパ正面で、日米が極東正面で、

ソ連という巨人の両手両足を抑えておったんで

すね。それに加えて、唯一全然異質な、ある意味、

国際関係と関係のない同盟関係が朝鮮半島に存

在していたというのが、実は、若干日本とアメリ

カ、それと韓国の違う原点なんですよね。 

何が言いたいかというと、結局、いま一番難し

いのは、共通の目的というのが、日韓で非常に見

つけにくいんですよ。仲良くするためには何か接

着剤が要りますよね。そのときに、いろいろ言う

んですけれども、例えば中国はどうなんだと言っ

たときに、韓国と日本というのはいま、全く中国

に対する見方が違いますよね。日米は、アメリカ

にとっても日本がなければ世界戦略はならない。

日本にとっても安全保障上不可欠だ。韓国にとっ

ても朝鮮半島で米韓というのは成り立つと。とこ

ろが日韓というのは、ワシントンが言うほど、皆

さんが言うほど共通のいわゆる接着剤が実はな

いんですよね。問題は、韓国がそこをどうみるか

ということなんですよ。 

本当に日韓がぎりぎりに来たときに、日本が失

うものと得るもの、韓国が失うものと得るもの、

国際政治は、最後はこれですからね。要するに、

国益あるいは国家目標をどう達成するかという

ことで、クールに言ったときに、おそらく日韓が

うまくいかなくても、日本は失うものはほとんど

ないですよね。韓国は、実は、日韓がうまくいか

ないと、要するに彼らは日本列島で完全に囲まれ

ているんですよね。ということは、生かすも殺す

も日本次第ということもあるし、さっきもちょっ

と言いましたけれども、朝鮮半島で緊張が高まっ

たときというのは、とにかく米軍は日本を足場に

するしかないわけですから。その時、当然日本は、

そこで事前協議をやったりしないと思います。そ

れは韓国を助けるためにはですね。 

しかし、それが自然に空気のごとく韓国にとっ

て当たり前だということじゃないんですよね。日

本はアメリカの基地を維持するため――これは

日本だけじゃないですね、韓国のためにあるわけ

ですから――これだけの努力をしていることを、

韓国はどう評価するのか。日韓関係で、こんな話

1つも出ないですよね。韓国の人も、これは空気

みたいに当たり前に思っているんですよ。私は、

「そうじゃないですよ。米韓同盟というのは、日

米同盟があって初めて――日米の同盟というの

はメリットもあるけれども、日本、アメリカとも

相当に義務を遂行しているんですよ。そこを理解

しないと、おそらくだめですよ」ということは言

っているんですけれども、なかなか韓国はどうし

ても歴史問題で熱くなっちゃって、これ、難しい

んですけれども、総論としてやらにゃいかんとい

うのはわかっているんですけれども、それにきち

っとジグソーパズルに埋め込む、いいパズルをそ
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れぞれの切れ端をどうやって見つけるかという

ことだと思うんです。 

 

質問 先ほどの防衛能力を高めるのに 20 年と

おっしゃいましたけれども、20 年間の間に、正

面装備で埋めるべきものがあるのかどうか。どう

いう形になるのか、おぼろげながらでもいいから

お教えいただきたいと思います。 

米世界戦略は日本がなければ動かない 

香田 そう来ましたか。（笑） 

これは結局のところ、日米安保体制を国民がど

う選択するかなんですよ。私は冗談ぽく、“国粋

右翼親米派”と言っているんです。相当論理矛盾

があるんですけれども、日本にとって最大の選択

というのは、打撃力についてはアメリカにやって

もらう。これは恥でも何でもありません。 

もう 1つは、アメリカをそこまで信用していい

の？ という論がありますよね。私はこれは、実

は非常に日本国民に対してもアメリカに対して

も失礼だと思うんですよ。なぜというと、特に冷

戦後この 21 世紀、アメリカが世界戦略を実施し

て、しかも中国に追いつかれつつあるとは言って

も、グローバルリーチを有する唯一の国として機

能するためには、日本がなければ動かないのです。

ということは、アメリカは日本を見捨てないとい

うことなんです。見捨てないということなんです。

ここが一番の根っこなんです。この信頼感でショ

ルダーとショルダーでしっかりと連携をとって

いくということなんですよ。 

例えば、敵基地を撃つ能力はいる。気持ちいい

ですよね。私だって気持ちいいですよ。空母がい

るよね、気持ちいいですね。しかし本当に日本が

その選択をするのかときたときに、私は、海の上

で 18 年過ごしましたけれども、同じように東京

で 11 年過ごして、海上自衛隊の防衛力整備をず

うっとやってきました。その中で一番考えたとい

うのは、それはやっちゃいけない。 

一番単純に例示化をしますと、冷戦が終わるま

でというのは、大きな意味で、アメリカが磁石の

大きなプラス、日本が大きなマイナスで、がちっ

と組んでいた。おそらく、その日本のマイナスの

強さというのは、日本国民がほとんど理解をして

いない。日本というのはそれだけ価値があったん

です。それはいまも変わらないし、逆に言うと、

しかもＮＡＴＯが相対的に独立志向が強くなっ

て、例えば、第一次イラク戦争のときには、トル

コは米軍の地上部隊の通過を拒否した。同盟国の

スペインは爆撃機の上空通過を拒否した、という

ふうなことが起きているわけです。あるいは、イ

ラン侵入のときは、サルコジ・フランス大統領と

ドイツはアメリカに反対をしましたよね。横須賀

基地で、フランス製品は売上ゼロですからね、あ

のときは。それぐらいアメリカ人は怒ったわけで

すよ。 

ところが、日本というのは、地勢上そういうこ

とも許されませんし、アジアが主正面ですから。

だから、もうアメリカにとったら頼るのは日本し

かないんですよ。ということは、プラス、マイナ

スどっちでもいいんですけれども、とにかく日本

の磁石というのは、もっと強くなっているんです。

その中で、例えば空母を持つとか、敵の打撃力を

持つというのは、小さいけれど、アメリカと同極、

すなわちプラスを持つということなんです。この

意味というのは、小さいけれども、実はミューチ

ュアルトラストのインパクトというのはものす

ごくネガティブなんですね。私は軍事の専門家と

しては、もし問われたら、やるべきじゃないと言

う。答えは明確です。 

そこは、それは同盟というのも破られるために

あるということもありますけれども、最後に、人

類 4,000 年の歴史の中で、日本は異民族との間で

3つ同盟をやって、2つ大成功、1つ大失敗です。

日英同盟 20 年、日独伊三国同盟 6 年、日米同盟

60 有余年。日米同盟と、日英同盟は大成功だっ

たわけですよ。1920 年ワシントン条約で日英同

盟をなくしたから、大きな意味、日本は戦争に向

かっていったわけです。 

その中のミューチュアルトラストというのが

いかなるものか。それは、私は現場で、軍という

世界を通じてアメリカをみたときに、ブラインド

的にアメリカが好きだと言っているのではない

んですよ。本当に信頼すべき友邦ですよ。そうい

う意味で、アメリカが信用できないと言うことに

ついては、それは政治とか学級の上の論理として

言うのはいいんでしょうけれども、政策として私

はそれはすべきじゃない。逆に言うと、アメリカ

が日本を失った日は、アメリカが世界のリーディ

ングカントリーじゃなくなるときなんです。その

ときはもう一回考えればいいんだと思います。 

 

司会 世の中のみる視線が東からだけじゃな

くて、多角的にみなければいけないなんていうと

ころは、参考になりました。一部、何というんで

すか、国家機密に関するような話もあったような

気がするんですけれども、国家機密ということじ
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ゃないんでしょうけれども、空白状態について、

中国がその気にならないように強く牽制して、き

ょうの話を終えたいと思います。 

きょう、揮毫していただいたのは、「やせ我慢」

というんですけれども、これはどういう意味なん

ですか。 

 

香田 自衛隊が、村山富市総理大臣で社会党が、

合憲になるまでというのは、私の 36 年間の中で

の 20 年間、憲法違反と言われてきました。非常

につらかったですね。ただ、一気に変わったわけ

ではないんですけれども、この前の大震災もあっ

て、いま、認知をされているというか……。私、

最後、自衛艦隊司令官として、海上自衛隊の実力

部隊を持ったときに、要するに「慢心をするな、

困苦に耐えて当たり前」だと。特に、いまの人に

「困苦に耐える」といっても、18 歳の人はわか

らんもんだから、これは何かいい言葉があるかな

と思ったら、これは「やせ我慢」だと。とにかく、

きついとか、苦しいとか言うなと。君たちは国民

の付託を受けているのだからということで、ある

意味、「やせ我慢」という言葉で古い時代の自衛

隊、それから新しい時代の自衛隊、その中で若い

人に何かを継承してほしいなということで申し

あげました。 

 

司会 わかりました。ありがとうございました。

ではこれで終わります。 

（文責・編集部）

 


