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日米軍人ステーツマン・フォーラムは、一般財団法人日本再建イニシアティブ（東

京）と新米国安全保障研究所（ＣＮＡＳ、ワシントン）の２つのシンクタンクが共同

で発足させた。日米間にはこれまで軍対軍の戦略的対話の直接のチャンネルがなかっ

たこともあり、相互の知的ネットワークを強化することを目的にしている。７月に東

京で第一回の会合が開かれた機会に、日本記者クラブでは、４人の元自衛隊と元米軍

のフォーラム中核メンバーを招き、パネルディスカッションを開催した。 

東アジアの安全保障環境が大きく変わる中、日米同盟の現状、集団的自衛権と日米

ガイドラインの見直し、米国のリバランス政策、中国の軍事的拡張、日韓関係緊張の

影響など、幅広い問題について活発な議論が交わされた。 

 

 

司会：杉田弘毅 日本記者クラブ企画委員（共同通信編集委員室長） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

https://www.youtube.com/watch?v=IXpwupkLi7Q&list=UU_iMvY293APrYBx0CJReIVw&index=14 
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司会：杉田弘毅企画委員（共同通信編集委員

室長） お待たせいたしました。本日は大変暑

い中、たくさんの人にお越しいただきました。

パネルディスカッション「日米同盟を考える」

というタイトルで、いまから 2時間にわたって、

この壇上にゲストとしてお招きしています日

米の制服組の、かつてのトップの方々をお招き

して、日米同盟についてじっくり考えてみるイ

ベントを始めたいと思います。 

まず、簡単に私のほうから 4人の方をご紹介

したいと思いますが、皆さん大変著名な方です

ので、改めて詳しい説明はいたしません。まず

私のすぐ隣から、齋藤隆・第 2代統合幕僚長・

海将でいらっしゃいます。それから、その隣で

すが、折木良一・第 3代統合幕僚長・陸将でい

らっしゃいます。そして、リチャード・マイヤ

ーズ・第 15 代統合参謀本部議長・空軍大将で

いらっしゃいます。それから最後に、マイケ

ル・マレン・第 17 代統合参謀本部議長・海軍

大将でいらっしゃいます。 

この 4 人の方は今回、日米軍人ステーツマ

ン・フォーラムというフォーラムの第 1回の会

合に出席されて、そこで日米同盟について議論

されまして、その後このパネルディスカッショ

ンに参加されています。この日米軍人ステーツ

マン・フォーラムは、日本再建イニシアティブ

と米国の米国安全保障研究所（ＣＮＡＳ）の共

催で開かれているものです。 

日本再建イニシアティブの船橋洋一理事長

がおみえになっておりますので、船橋理事長か

らこのフォーラムの概要と、今回日本記者クラ

ブでこの討論会を行うことになった経緯につ

いて、簡単にご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

船橋 杉田さん、ありがとうございます。船

橋でございます。 

日本記者クラブ及び記者の皆様に、またこう

いう機会を与えていただきまして、本当にあり

がとうございます。 

この日米軍人ＯＢフォーラム、英語では

Japan-Ｕ.Ｓ.Military Statesmen Forum とい

うふうに表現しておりますが、今年から毎年 1

回、東京とワシントンで交互に開催することに

しております。 

 

日米同盟の基盤が薄れていく危惧 

 

趣旨は、日本を取り巻く、あるいは日米同盟

を取り巻く戦略環境が激しくいま動いている

中で、日米関係もかつてほどの重厚な下支えと

いいますか基盤がだんだん薄れてきているの

ではないかという危惧をかねがね抱いており

ました。そこで、アメリカの軍人と日本の自衛

隊のＯＢの方々を中心に、特にトップの重責を

果たされた方々に集まっていただいて、率直な

戦略対話をお願いしたいと。そこに現役の方々

にもオブザーバーで入っていただいて、意見交

換の場を設けたい、そういう趣旨で始めました。 

昨日、今日、2日間、みっちりと話し合いが

持たれました。戦略対話という言葉はよくあり

ますが、これこそが戦略対話かというような思

いを非常に強くいたしました。 

せっかくの機会を記者クラブにいただきま

したので、全員ではございませんが、軍人フォ

ーラムの最も中心的な 4 人の方々にこういう

機会を与えていただきまして、本当にありがと

うございます。 

来年は 6月 22日、23日にワシントンで開く

ことにしております。重ねてお礼を申しあげま

す。ありがとうございました。 

 

司会 ありがとうございました。率直な戦略

対話ということですが、この場も公で、プレス

にオープンになった、率直に戦略について語り

合う場になればいいかなと考えております。 

申しおくれましたが、私は、きょうの進行役

を務めさせていただきます共同通信の杉田で

ございます。日本記者クラブの企画委員を務め

ております。 

それでは早速ですが、冒頭の発言を 4人の方

からそれぞれいただきたいと考えております。 

まず、齋藤さんからお願いしたいと思います。 
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齋藤 ただいまご紹介いただきました齋藤

でございます。先ほど紹介にありましたように、

第 2 代の統合幕僚長を務めました。退官後 5

年になりますが、この記者クラブで話すのは 2

回目になります。今回、いわゆる自衛官と米軍

のＯＢとで、それぞれトップを極めた人たちで

の会議というのが初めて実施される。もうわれ

われはリタイアしているわけですから、それが

どうこうと直接的にいろいろな政策にという

話ではないだろうと思います。 

しかし、われわれＯＢの持っているいろいろ

なノウハウ、知見というのを、こういう厳しく

なった安全保障環境の中でどうやって反映し

ていってもらえたらいいかなということで、多

分、船橋さんのほうでこういうことをやろうと

いうことになり、私たちがそれに参加したとい

うことだろうと思います。 

 

安保環境の変化に日米連携を進める 

 

特に、この地域の安全保障環境は、もうご存

じのように、厳しくなっています。また、いま

の安全保障政策についても大きな節目の時期

というか、大きく変わりつつある、そういう時

期です。それからまた、米国としてもリバラン

スというような問題、また国防費の削減の問題

等々いろいろ難しいところがある。 

そういう中でいかに日米がもっと本当にコ

ーディネーションをしながら進化した話し合

いをしていく必要性を感じ、こういう会議にな

ったわけです。 

内容についてはまた後ほど少しあると思い

ますが、この情勢の認識であるとか、防衛計画

の大綱で決まった統合機動防衛力だとか、そう

いうものに対する相互の理解、それからアメリ

カサイドのリバランスに対するわれわれの理

解、ということについてかなり忌憚ない話がで

きたと思っております。 

こういうことが一つのトリガーになって、い

ろいろと日米の間が、同盟が、本当にもっとも

っと、いままでも同盟をきちっとやってきたつ

もりでありますが、より深掘りした、進化した

ものになればというふうに思ってやった次第

でございます。以上でございます。 

 

司会 続いて折木さんお願いいたします。 

 

折木 齋藤さんの後に第 3 代目の統合幕僚

長として勤務させていただきました折木でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

もう退官して 2年半たちました。といいなが

ら、まだまだ現役にすぐ戻れと言われれば戻れ

るぐらいの気力はあるつもりですが、自衛隊に

対する思いというのはなかなか強いものがあ

って、これはやはり 40 年間勤務させていただ

いた気持ちとして、マインドとしては続いてい

くのだろうなというふうに思っています。 

今回も船橋さんのところで計画をしていた

だきまして、こういう日米での協議の場を設け

ていただいて大変感謝しているところです。個

人的にも、一番右におられるマレン大将と私は、

東日本大震災でご一緒することができまして、

同じような苦労を、津波対策、それから原発対

応で一緒に勤務させていただいたという関係

でもありますし、それ以来、マレンさんとも長

い時間会ってなかったのですが、今回またそれ

を思い出しながらいろいろな話ができたとい

うことは、私個人としても大変うれしく思って

います。 

そういう中で、自衛隊と米軍との関係という

のは、本当に長い間、数十年続いておりますが、

やはりいろいろな訓練とか災害対応とか通じ

て、米軍との関係の中で一番われわれがオペレ

ーションをやるうえで本当に基礎になる人と

人とのつながりといいますか、もちろん訓練で

部隊と部隊のつながりも大事ですが、指揮官同

士のつながりというのは非常に大事だという

ことをいまも感じていますし、今回も確認をす

ることができたということは、私にとって幸い

なことでもありました。 

中身については齋藤さんのほうでちょっと

触れられましたが、今回、昨年末から政府のほ

うでＮＳＣをつくりましたし、国家戦略もつく

りましたし、いろいろな安全保障政策を進めて
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いるわけですが、それについてご説明をさせて

いただいて、ご理解をいただいたというふうに

思っています。 

そういう議論をしながら、やはりこれからよ

り一層、情報の共有といいますか、認識といい

ますか、それを深めていかなければいけないだ

ろうなというふうに思っています。それは、安

全保障環境が厳しくなればなるほど、お互いの

ミリタリーの中でもいろいろな意見交換をし、

協議をしていかなければ、大きな方向性を間違

う可能性も私はあるというふうに思いますの

で、今回、われわれはＯＢですが、現役の皆さ

んにそれを求めたいというふうに思っていま

すし、そういう面でわれわれが協議をすること

によって、何らかの形で現役の皆さんをサポー

トできればというふうに思っています。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、

続いてマイヤーズ空軍大将、お願いいたします。 

 

マイヤーズ ありがとうございます。 

まず、船橋さんには、今後、毎年開催される

ことになります日米軍人ステーツマン・フォー

ラム第 1 回を開催していただいたことに感謝

を申しあげます。何年も続くと思います。 

私は93年から96年まで在日米軍司令官をし

ておりました。2001 年から 2005 年まで第 15

代統合参謀本部議長をやりました。私のとなり

にいるのが、第１７代統合参謀本部議長です。 

それでは、この第 1回の日米軍人ステーツマ

ン・フォーラムの雰囲気について若干お伝えし

たいと思います。 

日本とアメリカのフォーラム参加者に好都

合だったことは、われわれは長い間日米関係や

安全保障体制をはぐくんできており、日米両国

のみならず、地域というか世界全体にとって非

常に有益な知見を有しているということです。

そのため、雰囲気は非常に友好的なものであり

ました。 

私は 1970 年に初めて沖縄の基地に駐留し、

最後は 90 年代に、横田基地駐在ということで

日本の勤務を終えました。長年日本と近しいお

付き合いを致しました。今回の第 1回の軍人ス

テーツマン・フォーラムに参加した皆さまがそ

うだったと思います。長いお付き合いで緊密な

信頼関係ができました。この信頼こそが日米関

係の基礎であります。 

そして、この信頼というのは、議論に反映さ

れました。われわれ退役だからといっても、さ

まざまな問題について意見を持っていないわ

けではありません。非常に率直な議論ができた

ということで、会議の雰囲気といたしましては、

何でも自由に発言でき、率直な議論ができまし

た。そして、信頼と敬意の雰囲気に基づいてこ

れができたというのは、長年来そのような関係

を構築してきたからであります。 

主に、安全保障について話し合いました。退

役軍人だからこそ安全保障のテーマについて

議論することは当然なのですが、ほかのテーマ

についても話しました。安全保障関連の問題と

しては軍事に限らず、ほかに、国力の要素とし

て、外交、経済などいろいろありますし、また

情報ということも、いま、国力の要素として重

要であるからです。ですから、安全保障の軍事

的な側面に限らず、より幅の広い側面について

議論で取り上げました。 

その結果、われわれのグループの知識レベル

も非常に向上しました。なぜならいま話題にな

っているトピックスについて幅広く議論した

し、現職の政府の関係者が突っ込んだいろいろ

な説明をしてくれたからです。助言を求められ

れば、われわれは喜んでそういったアドバイス

をしますが、さらに重要なのは、日常生活に戻

って、どちらの国であっても、この日米関係に

ついて、もっと情報をよりよく交換することが

できるということです。 

日本、アメリカにおいて、特に日米関係がい

かに深いものか、そしていかに重要か、両国に

とって、地域にとって、理解がかなり欠けてい

る側面がありますので、この対話、このフォー

ラムの開催をもって、われわれはその目的を退

役した立場として果たしていきたいと思いま

す。このフォーラムに参加できることは大変名

誉なことです。質疑応答を楽しみにしています。 
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司会 ありがとうございます。それでは、マ

レン海軍大将、どうぞ。 

 

マレン 私のほうからも心からの感謝を船

橋博士に伝えたいと思います。また、スタッフ

の方々も本当にすばらしく、今回のフォーラム

を支えていただきました。 

まず、船橋博士のお仕事ぶりについては、福

島原発事故の悲劇についての報告書を拝見し

たときに非常に深く感銘を受けました。徹底的

な、深く突っ込んだ分析をされておられたとい

うことで、非常に悲劇的で困難な事態から、学

ぶべきことを学んだということに驚かされま

した。船橋博士からお声をかけられたときに、

質問が終わる前に私としては「イエス」とすぐ

飛びつきたかったくらいです。 

また、非常に近しい友人であります齋藤海将

と折木陸将と再びお会いすることができて大

変うれしく思います。齋藤海将は、まさに海上

自衛隊を担当されて、私が海軍のトップを務め

ていたときからの近しいお付き合いです。 

それぞれ統合幕僚長とか参謀本部議長にな

るということはその時点では予想していなか

ったのですがマイヤーズ空軍大将がおっしゃ

ったように、私が初めて日本を訪問したのは

1969 年、佐世保に行ったときなのですが、日本

の国と国民の皆さんにすぐ深い愛情を持つよ

うになり、それ以来ずっとそうなので、私にと

って再び日本を訪問し日米関係の強化に尽く

すことができるのは、とても簡単なことでした。 

2 番目に申しあげたいのは、この地域という

のは常に重要性が高くて、いまでも非常に重要

で、今後とも一貫して高い重要性を帯びている

ということです。アメリカ、その他、域内の友

好諸国がこの日米同盟を一つの焦点としてい

るということで、日米同盟というのはまさにこ

の地域の将来の安定と安全保障のかなめとな

っているわけです。 

そして、この 2～3 年間にわたって、東日本

大震災の悲劇に接して、日米関係の重要性とい

うのがさらに身にしみたわけです。そして、こ

の危機を受けて、日米、手に手を携えて努力を

することによって多くのことを達成すること

ができました。 

そしてまた、その試練から学ぶことも多かっ

たわけです。日米の協力のあり方について、ま

だ改善の余地がいろいろあるということを学

び、それが今回のフォーラムの議論でも取り上

げられたのです。危機が発生した後にその協力

方法について考えるというのではなくて、まさ

に事前に検討しておくべきだということです。 

日本で最近とられたイニシアチブについて、

しっかりみてきたのですが、この 2～3 日間の

フォーラムで、私はその詳細、その意味合いに

ついて、多くを学ぶことができました。マイヤ

ーズ空軍大将がいみじくも述べられたように、

まさに現役の方、いま責任を負っている人たち

を支えてきたわれわれは退役した立場ですの

で、責任を手離しています。 

そういう立場については私自身、大変神経を

使っています。しかし、まだ知見というのがあ

るわけであります。文字どおりフォーラムの出

席者の間を見渡しても、ブレア海軍大将、近し

い友人、きょう出席されていますが、皆様の知

見を累積すると、何百年もの経験になるという

ことで、この経験に基づいた知見を尽くして、

この関係をさらに改善したいと思っています。 

世界の情勢というのは急速に動いています。

皆がそのペースに追いついていかなければい

けない。安全保障の環境であれ、経済の環境で

あれ、あるいは外交の環境であれ、皆がそのス

ピード感を持ってついていかなければ、まさに

取り残されてしまうわけです。 

アメリカ側の出席者は、歴史的にもこの日米

関係にコミットしているということで、マイヤ

ーズ空軍大将が述べられたように、今回が第 1

回の日米軍人ステーツマン・フォーラムが、今

後、長年にわたって引き続き開催されることを

望みます。今回、出席がかなってうれしく思い

ます。皆様との質疑を楽しみにしております。 

 

司会 ありがとうございました。 

いまのマレン海軍大将のオープニングの発

言の中にも出てきましたが、きょうこの会場に
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は、もうお一方、この日米同盟に大変貢献され

たアメリカ側の軍人でいらっしゃいますデニ

ス・ブレア元太平洋軍司令官がお越しになって

います。せっかくですからブレアさんからも一

言伺えたらと思っております。ブレアさんもこ

のフォーラムのサブメンバーということで議

論に参加していらっしゃると伺っています。 

 

ブレア 今回の対話に参加したアメリカ側

の 5人のメンバーの経験を累積すると、おそら

く 200 年分になると思うのです。日本の自衛隊

との協力の経験ということでの知見というの

をマスコミの皆様にお伝えすることによって、

読者の皆さんにも伝えてほしいと思います。 

日本は、非常に困難な、物議を醸しだすよう

な政治的な決定を行いました。集団的自衛権の

行使の容認についてであります。多くの日本の

国民の皆様が、日本がより目立った、より積極

的な国家安全保障政策を掲げるべきか否かと

いう点について、ちゅうちょの念、疑念を持っ

ていらっしゃるということはよくわかってお

ります。というのは、過去の記憶がまだ残って

いて、侵略的な日本の行動というのが国家にと

って非常に大きな問題を生んだということを

覚えているからです。 

しかし、日本の自衛隊や安全保障政策にかか

わる日本政府の方たちとともに活動してきた

我々といたしましては、自衛隊にはより普通の、

より積極的な、より責任のある役割を果たして

いただきたいと考えています。 

日本は過去 70 年間にわたって、おそらくご

く一握りの平和愛好的な責任のある国家のひ

とつとして国際社会において役割を果たして

きました。その価値観に基づいて、国力という

のをそのような形で使ってきたと思います。 

しかし、状況が変わってきましたので、この

地域、そして世界のほかの地域における安全保

障や発展に、日本にはもっと大きな貢献を果た

していただきたいと願っています。責任のある

積極的な役割を日本の自衛隊、海上保安庁等に

与えていただきたい。 

ですから、日本の国民の皆さん、日本の自衛

隊を誇りに思っていただきたい。そして日本の

自衛隊を信頼していただきたい。日本の自衛隊

が一定の役割を提供して、日本の国益を支え、

そして世界の平和的な発展をより積極的、かつ

前向きな形で将来支えていただきたいと願っ

ています。ですから、自衛隊のトップ、そして

また陸海空の自衛隊員皆さんのために、ぜひそ

のような展開をわれわれとしては期待してい

ます。 

 

司会 ブレアさん、どうもありがとうござい

ました。 

それでは、冒頭の発言が終わりましたので、

この後、ディスカッションに移ってまいりたい

と思います。 

皆さん、何人かの方がおっしゃっていました

が、もうユニフォームを脱いでいらっしゃるの

で、本当に率直なご発言を伺えるのではないか

と。ここは記者クラブですので、時に質問は若

干ぶっきらぼうな、ストレートな質問があるか

もしれませんが、その辺はご容赦ください。 

それでは、最初に私のほうから幾つか質問を

させていただいて、皆さんの答えを伺って、特

にパネルディスカッションですので、どなたか

の答えに対して、さらにコメントしたい、ある

いは反論したいというようなお話があれば、ど

んどん途中で間に入って発言していただきた

いと思います。 

まずは、現状をどのように考えていらっしゃ

るかというところを伺いたいと思うのですが、

冒頭の皆さん方の発言の中で、やはりこの地域

の安全保障環境が大きく変わったという発言

がありました。 

これはわれわれも何となく認識しています

し、日々のニュース報道等でもそういうことだ

というふうに、その前提で進めています。です

から日米同盟あるいは安全保障政策もいろい

ろ強化していくということが必要だと判断し

ているのですが、最初のところに戻って、安全

保障環境の変化について、それぞれ 4人の方が

どのように感じていらっしゃるのか。 
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中国の動きに日米同盟はどう対応するか 

 

特に、われわれが一番気にしています中国の

問題です。中国のいわゆる軍事的拡張、あるい

は海洋への進出、装備の近代化、あるいは軍事

ドクトリンの何か変化があるのかどうなのか。

そして、そういった中国の動きに対して、いま

日米同盟がどういった対応を求められている

のか、まずベーシックというか、現状認識につ

いての質問をさせていただきたいと思います。 

これについては 4 人の方それぞれご発言い

ただけたらと思います。先ほどと順番を逆にし

て、マレンさんからお願いできますでしょうか。 

 

マレン われわれはかなり長時間かけて地

域の現状についてもフォーラムで議論いたし

ました。提起された疑問点の一つというのは、

アメリカのリバランス政策でありまして、オバ

マ大統領が戦略的焦点をこの地域に向けた、転

換させたということは、正しい政策であったと

私は信じています。 

長年来、私は、21 世紀はまさにこの地域、

アジア・太平洋の世紀になると思っています。

というのは、まさに経済大国がこのアジア・太

平洋地域に多数存在しているということから、

このアジア・太平洋地域の継続的安定が重要と

思われるからです。 

われわれ皆が中国との関係ということでは

苦慮しています。中国は気づいていても触れた

くない存在といっていいかと思いますが、成長

と拡大、そして自己主張的な傾向というのを強

めているわけでありますが、アメリカといたし

ましては中国と建設的な関係を築きながら、そ

の結果、紛争になるというような事態を避ける

ことはできると思っています。 

その土台というのはまさに経済であります。

同時に中国は進化していて、軍に対する多大な

る投資を続けていますが、われわれは理解に苦

しみます。中国の意図が見えません。もちろん、

中国にも成長する権利というのはあると思い

ます。平和裡の成長を遂げてくれれば世界全体

のためになると思っていますが、中国をより理

解するということが肝要だと思っています。 

この地域を安定させそれを持続するために

は、日米関係を含む国家関係というのがまさに

一つのかなめになっているわけであります。ア

メリカの予算についての懸念も表明されまし

た。私自身の捉え方でも、アメリカというのは

2～3兆ドルを戦費としてこの12年間費やして

きました。これは、この地域で戦われた戦争で

はないですが、アメリカとして、このアジア・

太平洋地域に対する関心を失ったということ

はなく、リバランス政策ということでコミット

しているわけでありまして、ＴＰＰなどがその

一つのサインだと思います。 

もちろん、ある程度紆余曲折はあるかもしれ

ません。しかし、いま絶好の機会が訪れている

ということで、日本側でもいろいろな変化があ

りまして、長年来の同盟国ともっと緊密な協力

をしよう、支援していこうということで、これ

はこの地域に対する侵略行為に対し抑止力に

なるわけです。これが非常に重要だと受けとめ

ております。 

そして、合同訓練、ドクトリンをどうするか、

コマンド・アンド・コントロール、司令・統制

をどうしていくかというようなこと、全て重要

であります。お互いに学び合うことも多くこの

数年でかなりの進展があったのですから、私自

身は大変楽観的な見方をしております。最も重

要なのは、この地域が安定を保つということで、

これが日本国民のためにもなり、そしてこの地

域全体の方たち、そして世界全体にとってもい

いということです。 

 

司会 どうもありがとうございました。それ

では、マイヤーズさん、お願いいたします。 

 

サイバー、宇宙空間での中国の動きにも対処 

 

マイヤーズ ありがとうございます。では、

中国について、あと二、三つけ加えさせていた

だきますが、中国との関係というのは、どの国

にとても非常に複雑なのです。一方では経済的

な相互依存関係が深まっていて、もう一方では
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東シナ海、南シナ海における、あるいはサイバ

ー空間、そして宇宙における中国の行動という

のがありまして、こういった問題に対処しなけ

ればいけません。 

まさにマレン海軍大将が指摘されたように、

われわれは、透明な信頼関係を構築し全ての当

事国の好ましい行動につなげるように、中国に

関与していかなければいけないのです。 

また、フォーラムにおきましては、北朝鮮の

脅威も話し合われました。これはよく知られて

いるように、日本は北朝鮮の隣国であるという

ことで問題ですし、アメリカにとっても問題で

す。北朝鮮の大陸間弾道ミサイルがその照準の

中にアメリカ大陸をおさめていることで、北朝

鮮のミサイルがアメリカ大陸に到達するとい

う可能性に備えて米国は多額の予算をミサイ

ル防衛システムにかけたわけです。日米両国に

とっての懸念材料と言うしかありません。 

それから、韓国ですが、興味深いのは、われ

われは長年来の親しい関係を韓国と持ってい

るのにもかかわらず、現在の状況では緊張関係

が、特に日本と韓国について存在しているとい

うことです。その緊張関係を緩和する方法につ

いても話し合いました。安全保障環境というこ

とでのわれわれの評価および議論は以上であ

ります。 

 

司会 では、折木さん、お願いします。 

 

抑止力を重点に考えていく 

 

折木 安全保障の大きな変化というのは、ア

ジア地域だけではなくて、やはり世界的にみる

必要があると思っています。それは中東の問題

であり、ウクライナの問題であり、それからわ

れわれの身近なアジアの問題等がありますが、

そこでは、やはり新興国が台頭してきている、

経済的にも台頭してきている、そういう中でパ

ワーバランスが大きく変化しているという認

識が必要なのだろうなというふうに思ってい

ますし、そういう中で活動が非常に活発になっ

てきている。そうすると不測の事態というのが

起こる可能性が非常に大きくなっている。全般

的にはそういうふうな捉え方をしています。 

アジア地域に関して言えば、先ほどお話があ

った朝鮮半島の問題にしても、金正恩体制にな

って権力基盤を固めるという目的もあるかも

しれませんが、やはり挑発的な行動とか、発言

とか、そういうことが非常に大きくなっている

わけで、そういう面では脅威というのは増大を

している。また核とか弾道ミサイルについても、

質的な向上ということについて、われわれは注

目していく必要があるだろうなというふうに

思っています。 

また中国に関しても、防衛費に注目すれば大

体わかってくると思いますが、この 10 年間で

4倍の防衛力になってきたわけです。一方、ロ

シアのほうもいま 8 兆円あまりの防衛費にな

っております。 

中国では軍の近代化というのが戦略的に行

われてきている。中国の近代化は、特に海軍、

空軍の近代化というのが重点項目のようです。

統幕はスクランブルの数とか、日本周辺の訓練

の回数とか、太平洋正面に対する進出の状況と

か、いろいろ発表しております。私は、2008

年なり 2009 年ぐらいが大きな転換期だと思っ

ておりますが、毎年毎年それがふえているとい

うことは、報道等からも容易に理解できること

だというふうに思っています。 

そういう面で、それに対してどういうふうに

して向かい合っていくかということなのです

が、軍事的に対抗していくということではなく

て、やはり抑止ということを重点的に考えてい

かなければいけないというふうに思っていま

す。それは抑止の根本のところは、自衛隊その

ものも努力はしますし、また日米の関係という

のを強固にしていくことによって、それがまた

基盤となるというふうに思っています。 

いずれにしても、われわれがそういう安全保

障の大きな変化の中で注目しなければいけな

いのは、尖閣の問題とかいろいろな問題があり

ますが、力によって現状を変更しようというこ

とに関して、守るところはきっちり守っていか

なければならないと考えております。 
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司会 それでは齋藤さん、お願いいたします。 

 

グレーゾーン事態での日米共通認識を 

 

齋藤 情勢認識も、地球規模から考えたり、

またこの地域、ローカルなところまで、いろい

ろな切り口があるのだろうと思うのですが、一

つ、地球規模のことで考えますと、やはりエネ

ルギー問題、特にシェールガスの問題等々、こ

れがどういうふうに全体のエネルギーサプラ

イにいろいろ影響してくるかというのは、安全

保障環境を大きく考えるうえで極めて重要な

問題であろうなというふうに思っています。こ

れは大きい、地球全体規模での見方だろうと思

っています。 

この地域では、いま折木さんからもありまし

たように、北朝鮮の問題、中国の問題、それか

ら東シナ海、南シナ海の問題等があります。そ

れから、まさに国際公共財であるサイバー空間

であり宇宙空間、こういうものをどうやって安

定的に利用していくか、これは喫緊な課題であ

ります。 

そういう中で少し深掘りをしてみますと、中

国のグレーな事態、いわゆる完全なホットな戦

闘状態でない以前の問題、そこで、領有権の問

題だとかそういうところでいかに抑止を高め

ていくか、日米の間で、そのグレーなところに

いかに抑止をしていくかというのは、これから

の極めて重要な課題ではないかなというふう

に思っています。例えば、いろいろなところで

の日米での共同訓練だとか、いろいろ手はある

と思いますが、そういうところをもっと真剣に

考える。 

抑止というと、すぐ飛んで行って、核抑止の

問題であるとか、通常戦力の抑止にしても、い

わゆる有事というか、そういうのをいかに抑止

する。これはもちろん大事な話ですが、その以

前のところでどうやって事態を抑制し、収めて

いくかという、この視点がやはり大事だろうと

思っております。少なくとも日米間である程度

の共通の認識ができたのではないのかなとい

うふうに私は思っております。 

司会 ありがとうございます。いま、齋藤さ

んのお話の中で出た、いわゆるグレーな領域に

ついての対応という、非常に重要な点かと思う

のですが、このグレーな領域についての対応で、

アメリカ側がどういった認識を持っていらっ

しゃるのか。マイヤーズさん、何かありました

らお願いいたします。 

 

マイヤーズ では、私のほうからでよろしい

ですか。それは、今回のフォーラムでも最も興

味深い議論の一つだったのです。こういったい

わゆるグレーゾーン事態は、武力行使の紛争以

前の問題です。今後発展したら紛争に陥るかも

しれないといった事態です。 

国によってそういったグレーゾーン事態に

対する対応能力のあり方は違っているのです

が、日米同盟は十分堅牢なものですので、日米

が協力すれば、こういったグレーゾーン事態が

起こっても対処することが可能です。今後準備

を整え、戦略を練り、計画を立てることによっ

て、こういった危機が発生したときに対処する

ことができるよう備えていく必要があります。 

そういったグレーゾーン事態の一つの事例

として尖閣諸島があるのかもしれません。日米

同盟がこのグレーゾーン事態にどの程度備え

があるかということは、まだ答えが出ていない

疑問点かもしれません。 

今回のフォーラムの議論で最もおもしろか

ったのは、こういったグレーゾーン事態という

のが、国家としての日本の観点からどう見るの

か、そしてアメリカ側からみると、どう捉えら

れているか。そして、それをどう扱うかについ

て日米のコンセンサスにどう持っていくかと

いうことでした。 

 

オバマ大統領は尖閣の安保５条適応を明言 

 

マレン 私のほうから一言。特に尖閣諸島に

ついてつけ加えたいことがあります。アメリカ

の立場ということをよく問われるのですが、オ

バマ大統領が最近の日本の訪問で発言したよ

うに、アメリカといたしましては、尖閣に関し
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ては日米安保条約 5 条の義務を強く支持する

ということです。 

アメリカが日本に対してどんな支援をする

ということに関しては非常に明確な線引きを

したと思います。ですから、それはもうグレー

ではないと思います。グレーの事態ではないと

思います。 

 

司会 非常にクリアなお答えをいただきま

した。お二人の元統合参謀本部議長は、中国と

の、人民解放軍との軍事交流を非常に熱心に進

められて、中国のいわゆる軍のトランスペアレ

ンシーに向けた努力をされてきました。 

しかし、聞こえてくるのは、中国はアメリカ

軍の動向について情報を、交流を通して得るだ

けであって、中国側のトランスペアレンシーは

一向に向上しないという批判であります。軍事

交流をいまもアメリカ軍は進めようとしてい

ますが、中国との軍事交流において達成した成

果ということについて、いま、どのようにお考

えでしょうか。これはアメリカ側のお二人に伺

いたいと思います。 

 

中国軍の互恵性、透明性は手をかけていく 

 

マイヤーズ そうですね、安全保障に関する

関係、軍事的な関係を中国と構築しようという

試みはすでに何年も前からやっていますが、さ

まざまな事件が発生して阻害要因になり、紆余

曲折がありました。軍と軍の関係というのは、

アメリカによる旧ユーゴスラビアの中国大使

館の爆撃事件というのがあってちょっと後退

してしまいました。 

それから、ＥＰ-3 が中国の戦闘機と衝突事

件を起こして海南島に不時着せざるを得なか

ったということで、そこでまた一歩後退という

ことになりました。しかし、私はクリントン大

統領、そしてブッシュ大統領のもと、それぞれ

統合参謀本部副議長、議長の立場で努力しまし

た。 

両大統領ともさらなる透明性を米中両軍の

間に確保しよう努力しましたが、互恵性という

ことが常に中国との関係では問題になりまし

た。アメリカがやる気を示しても、中国には互

恵的な意識がなかった。しかし、マレン海軍大

将なら、私ができなくて彼ができたことに言及

されるかもしれません。 

デンプシー統合参謀本部議長とひと月ほど

前に中国で会うことができたのですが、アメリ

カと中国の間の軍同士の関係は比較的いいと

いうことを彼は言いました。アメリカの司法省

が 3 人の中国の軍人をサイバー攻撃というこ

とで告発したのですが、中国の人民解放軍はそ

の後でもＲＩＭＰＡＣへの参加を取りやめま

せんでした。 

このことが一つの証拠です。後退せずに先に

進むことができたわけです。とはいうものの、

互恵性、透明性というのは常に問題です。どの

関係においても、定期的に手をかけなければい

けない関係だと言えます。 

 

マレン マイヤーズ空軍大将がおっしゃっ

たことに私は賛成です。変化が確かにみられる

と思います。歴史的には不快な事件が発生する

たびに、軍事的な関係が切られてしまったので

すが、まさにマイヤーズ空軍大将が指摘したよ

うに、そういった告発が司法省からあったにも

かかわらず関係が切られなかったということ

が、一つの証左だと思います。 

歴史を振り返ってみても、アメリカがいろい

ろ示しても、中国側が示してこなかった。私が

ＣＮＯ、ＪＣＳ議長であったときも、私として

は海軍としても、軍全体としても、相当部分を

見ることができないのであれば中国を訪れる

わけにはいかないと明言しておりました。事実

2007 年には訪問を直前にキャンセルせざるを

得なかったのです。日程を変更しなければいけ

なかったということがあります。 

陳炳徳・中国人民解放軍総参謀長もアメリカ

を訪問したということもありました。まさにマ

イヤーズ空軍大将がおっしゃったように、この

関係は手をかけなければいけないわけです。新

しい領域に足を踏み入れつつあるということ

です。 
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私はいろいろな意味で中国に対して批判的

でありますが、ある意味では中国がいまやって

いることは、国際的なひのき舞台におけるプレ

イヤーになる練習だと思います。経済のために、

ほかに動機はないかもしれませんが、そういう

ことをやらなければいけない。 

しかし、中国との関係ということは紆余曲折

があるということで、どの国もそうだと思うの

ですが、エンゲージメント、中国への関与とい

うのは、やらなければ悲惨な結果に終わってし

まうというふうに思います。 

 

司会 ありがとうございました。具体的なお

話を伺って、非常に状況がよくわかりました。 

それでは、次の話に移って、日本政府は集団

的自衛権の行使容認を 7 月に閣議決定しまし

た。これを受けて、日米間のガイドラインの見

直し作業というのが本格化するわけですが、一

言で言うならば、ガイドラインに期待すること、

どういった内容、どういった性格のものである

べきかという点を伺いたいと思います。 

もう一つ、このガイドラインについては、年

末までに合意するというような一つの期限が

設けられている形になっています。これは昨年

の2プラス2での合意事項になっているのです

が、果たして、いまの非常に重要な安全保障環

境が変わりつつある時期で、この年末までにこ

の重要なガイドラインを全てまとめるという

ことは可能なのだろうか。私の問題意識として

は、もう少し時間をかけてでもよりよいものに

すべきではないのかというように思います。 

そういったことも含めて、4人の方から、日

米同盟の課題というような大きなテーマにな

るかと思いますが、お話しいただければと思い

ます。これは齋藤さんからお願いいたします。 

 

日米指揮統制の整理が必要 

 

齋藤 ガイドラインは、いまのところ、新聞

情報等々をみますと、年末までというような形

でやっているのだと思います。例えば今回の話

がガイドラインにどういうふうに影響するの

かというのは、それはまさに現役なり政府、そ

れぞれ責任ある方たちが評価していくのだろ

う。評価して、どうやって反映するかという話

になるのだろうと思います。 

そういう中で、われわれとして、逆に言えば

ＯＢとして勝手な思いとして、サイバーである

とか宇宙の問題、これらについて、まず最初に

大きく日米でどういうふうに枠組みをつくっ

ていくかというのは、やはりこれは真剣に考え

ていく必要があるのだろうなというふうに思

っています。 

それから、南シナ海の問題だとか東シナ海の

問題での領域における多国間との協力関係と

いうのをどういうふうに構築していくかとい

うのは、ここについては多分、ガイドラインと

いいますか、今回の集団的自衛権の問題、閣議

決定されていますが、法的にはまだ確立されて

いない状況ですので、そういうことが具体的に

やれるのかというのは、われわれとしてはちょ

っとわかりません。だが、やはり方向性として

はそういうことが出てきているわけですから、

まさに多国間での訓練だとか、そういうのをど

ういうふうに構築していくかというのも、中国

に対するヘッジという意味でも、これは大事な

話です。 

それから、先ほどからこだわっています日米

でのグレーゾーンに対する問題というのも、こ

れは真剣に考えていく必要があるのだろうな

というふうに思っています。 

それから、ちょっと細かい話になって申しわ

けないのですが、やはりこのガイドラインでや

っていくに当たって、多分シナリオ設定したり、

いろいろやられるのでしょう。そうしたときに、

われわれ、Ｃ2ということが問題。 

要するに指揮統制というか、日米で共同して

いくために、誰と誰がカウンターパートで、誰

と誰が調整しなくてはいけないのかというの

が、これが今回、例えば上のほうからみればＮ

ＳＣができ、アメリカサイドのＮＳＣとのコー

ディネーションがきちっとそれなりにできる、

カウンターパートがきちっとしたということで、

これは一つの大きな発展だろうと思うのです。 
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その後、部隊のいろいろなレベル、ヒエラル

キーがあります。統幕長レベル、それからその

下のレベル、ずうっとあるわけですが、それら

がどうやってコーディネートするかというの

も、これもなかなか皆さんご理解していただけ

ないところがありますが、これはどこでも多分

普通に、会社の仕事でも何でも同じだろうと思

います。仕事をしていくときに、誰が自分のカ

ウンターパートで、誰と話したら物事が進むの

だということがはっきりしていないと、有象無

象がやっても絶対できないと思うのです。 

そういうところをやはり整理していく。いま

までもされていますが、それを一層いろいろ整

理していく必要もあるのではないかなという

ふうに思っております。 

 

司会 では、折木さん、お願いいたします。 

 

折木 齋藤さんが大分お話になったのです

が、集団的自衛権の解釈の見直しといいますか、

閣議決定があったわけで、それを受けてガイド

ラインに入るわけですが、確かにガイドライン

については、これからやっていかなければいけ

ないのは、先般のガイドラインというのは周辺

事態が焦点であったというふうに理解してお

りますが、今回は、先ほどから述べているとお

り安全保障環境が大きく変わったわけですし、

日本の立ち位置、アメリカの立ち位置も変わっ

てきた中で考えていかなければいけない問題

だというふうに思っています。 

一方、法整備等、ガイドラインの関係につい

て申しあげれば、前提は、ガイドラインについ

ては政府がこれから検討していく中で、どこま

で精微な議論のうえでつくり上げられなけれ

ばいけないかということが、あります。 

だから、大きな考え方といったらおかしいで

すが、ガイドラインの中では、それぞれの先ほ

どふれた環境の変化を受けた中で、任務とか日

米の役割分担、そこのところがどういうふうに

して変わり、何をやらなければいけないのかと

いうことをしっかり議論をしていただきたい

し、また情勢認識というところを日米でしっか

り共通の認識を持って進めていただきたいな

というのが私のいまの思いでもあります。 

新しい概念として、さっき齋藤さんがおっし

ゃった宇宙とかサイバーの問題も出てまいり

ますので、新しい取り組みになるだろう。 

それともう一つは、やはりＮＳＣができたと

いうことで、そこのかかわり方というのが日米

の協議の中でどういうふうにして機能してい

くのか、私はそこのメンバーではありませんの

でわかりませんが、期待をしたいというふうに

思っています。 

 

司会 ありがとうございます。マイヤーズ空

軍大将、集団的自衛権の行使容認に対するお考

えも含めて、ガイドラインへの期待をお願いい

たします。 

 

集団的自衛権容認で日本再軍事化は的外れ 

 

マイヤーズ まさにブレア大将がおっしゃ

ったように、アメリカ側といたしましては、集

団的自衛権を行使するというのは日本にとっ

て正しい道だと思っております。しかし、もち

ろんその決定を行うのは、あくまでも日本です。

日本は正しい方向に向かっていると思ってい

ます。 

いまの質問は、ガイドラインの改定から、わ

れわれが何を期待するかということでした。私

が期待するところを申しあげますが、いろいろ

なワイルドな予想が飛び交っておりまして、集

団的自衛権によって日本が再軍事化するので

はないかということ。これは本当に的外れであ

りまして、日米防衛協力ガイドラインを改定す

ることによって、日米同盟がよりよく日本を防

衛することができるようになる、これが重要な

課題だと思っています。 

日米同盟が期待するほどには効果的でなく

なっている部分というのがあるわけです。日本

を防衛する仕事、これが日米安全保障条約のそ

もそもの目的なのです。ですからガイドライン

の改定はその意味でのアウトプットなわけです。 
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それから期限ですが、現役の軍人がオブザー

バーとしてこのフォーラムに参加していたの

ですが、ガイドラインとか、その改定の話をし

たとき、別にしかめっ面はしていなかったとい

うことで、期限を設けるかどうかは分かりませ

ん。官僚にニーズに対応してもらいたいという

ことであれば、かなり積極的な期日というのを

設けないと、どんどん先延ばしになってしまう、

どんどん長期化してしまうということだと思

います。 

ですから、これは継続的なプロセスなのです。

1 回限りの日米ガイドラインの改定というの

ではなくて。最初の期日を年末としておけば、

また継続的に検討を続けて、必要があれば修正

を行っていくという形でいいと思います。 

 

マレン ブレア海軍大将、そしてマイヤーズ

空軍大将がおっしゃったように、もう時期は熟

していると思います。グローバルな環境変化、

そしてこの地域における環境変化を受けて、今

回の変化は、その変化に対応するものだと思い

ます。より長期的に検討するかどうかというこ

とは、これは日本政府があくまでも決められる

べきことだと思います。 

官僚に任せると、非常に長期的な検討ばかり

続けて、それに基づいて意味のあるような改善

をしない。進めながら学ぶ、学びながら進める

という形もあると思うのです。演習とか訓練と

かそういうことをしながら進めるということ

ができたと思うのです。ですから、この日米関

係の主眼というのは、まさに日本の国民を守る

ということだと思います。 

 

司会 日本を守るためのガイドラインであ

り、集団的自衛権の行使容認であるということ

が強調されて、この辺はわれわれがメディアで

報じている、ひょっとするとイラクとかアフガ

ニスタンの戦争にも駆り出されるのではない

かということとは大分違うということが、きょ

うはお話があったわけですが、この辺はまた後

ほど質問が出るかもしれません。 

続いて、もう一つ。先ほど、折木さんがアメ

リカの立ち位置もちょっと変わったというこ

とで、これはリバランシングのことを指してい

らっしゃるのだと思うのですが、リバランシン

グは、当然いまのアジアを考えるならば、これ

までと同じアメリカの軍事政策というかポス

チュアリングでは対応できないということは

よくわかるのですが、一方で全体像がみえてこ

ないとか、あるいは抑止力を高める形でのリバ

ランスになっているのかどうなのかという疑

問点、あるいはＴＰＰの問題も含めて、アメリ

カ側の全体的なコミットメントがみえてこな

い、という日本側からの不満というか疑問点も

出ています。 

これは日本側もある意味アメリカにそうい

う部分を明確にして、あるいは日本側もそうい

うことに対応して動いていく必要があるので、

一方的にアメリカにこれが足りない、あれが足

りないと言っているだけでも片方通行のみで、

あまり実りが多くないのではないかと思います。 

オバマ政権が打ち出していますリバランシ

ングですが、わかりやすい質問をしますと、日

本側のお二人には、こういう点が足りないので

はないか、あるいはこういう形にすればいいの

ではないかというような、若干わかりやすい質

問になりますが、この点を伺いたいと思います。 

それからアメリカ側のお二人には、そういっ

た日本側の要望がもし出れば、それも踏まえて、

リバランシングの現状について説明していた

だいて、制服を脱がれているとはいえ、なかな

か大統領の政策に対して批判的な発言は難し

いかもしれませんが、何かこういったことをし

たらいいのではないかというような、そういっ

た案があればお話しいただければと思います。 

これはまず折木さんからお願いいたします。 

 

リバランスと日本の政策はシナジーの関係 

 

折木 リバランスについても大分議論はさ

せていただきました。リバランスといっても、

最初のピボットから名称も変わってきていま

すが、ことしの 2月にラッセル国務次官補が議

会で証言されたように、リバランスといっても
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6 つの柱があると彼は言っているのです。 

同盟関係の強化とか、地域機構にどうやって

参加をするかとか、あとは経済の問題とか、中

国への関与とか、民主主義の問題とか、そうい

うのはありますが、同盟関係の強化というか、

軍事的な安全保障という観点で言えば、米国に

何を求めるかという前に、まず一つは、日本の

立場から言えば、私は安倍政権が進めてきた国

家安全保障戦略から、ＮＳＣから、今回の法的

基盤の国会での検討から、それは全てリバラン

スと、安全保障面で言えば、シナジーしている

ところがあるというふうに思っています。一つ

はそれが言える。 

軍事的にみれば、本当に何も行われていない

のかという話になれば、例えば日本に対しては

米軍はＦ-22 の展開とか、グローバルホークの

展開とかやっていますし、オスプレイも、哨戒

機のＰ-8 も展開しているわけです。加えて、

2017 年末までにはＢＭＤ対応型のイージス艦

も 2隻追加配備しますとか、そういう具体的な

動きがある。 

それから、東アジア全般を考えると日本だけ

ではなくて、オーストラリアとか、シンガポー

ルとか、フィリピンとか、いろいろなところに

軍事的な対策は打っていると思うのです。とい

うふうに、私は軍事的に理解すべきだろうなと

いうふうに思っています。 

これから米側に対してリバランスの観点で

どういうふうにして要望を出していくかとい

うことは、先ほどの日米のガイドラインの協議

の中、ほかの協議もあるかもしれませんが、そ

こでまた新たに情勢を踏まえながら日米で検

討していくべきだろうというふうに思ってい

ます。 

 

司会 齋藤さん、続けてお願いいたします。 

 

日本から能動的に働きかけるべき 

 

齊藤 まず最初に、折木さんが言われたよう

に、リバランスという問題で、ミリタリーの目

からみると、兵力をどのくらいこっちに持って

くるのだとか、そういうところにすぐ興味が行

ってしまうのですが、やはりこのリバランスと

いうものはもっと広く捉えて、経済の問題だと

か、そういうところから大きく捉え、それでこ

の地域をどうみるのだという大きな視点が最

初に必要なのだろう。私も若干そういう視点が

欠けているなという気はしている。これはちょ

っと反省も含めて、そういうところがあります。 

ただ、リバランスと言って、アメリカに、こ

ういうものが欲しい、あれが欲しいとか、ない

ものねだり──ないものねだりと言っては語

弊がありますが、そこはもっともっと、われわ

れはこういうふうにします、われわれはこうい

うことがある程度できる、それからもう少し言

えば、情報をどうやって共有するかとか。情報

が共有されれば、兵力はある程度少なくても効

果は出るわけですね。 

そういう、もっとアクティブな、安倍政権か

ら言えば能動的というんですか、われわれとし

てこういうふうにしてもっと効率化を図る、も

っとケーパビリティーを上げよう、そういうよ

うなわれわれからの働きかけ、イニシアチブを

もっともっとやっていくべきだと。もうそうい

う時代なのではないのかなというふうに……。 

何か、向こうがこういうものを持ってきてく

れ、うちは、口をあけてあんぐり待っている、

そういう時代ではないのだろうというふうに、

もっとプロアクティブにやっていくべきだろ

うと。これがリバランスに対する私の見方です。 

司会 日本側がもっとプロアクティブにと

いうようなお話でしたが、マレンさん、お願い

します。 

 

マレン 以前はピボットという名称で、いま

はより適切な名称であるリバランシングと呼ば

れている政策ですが、アメリカは今後ともグロ

ーバルパワーであり続けるということで、この

アジア・太平洋地域のリバランシングを行うだ

けではなくて、世界全体のバランスを図り直す

ことは大きなチャレンジであると思います。直

近の一連の出来事、ウクライナ情勢、現在の中

東情勢がそのことを裏づけていると思います。 
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一部の人たちは、アメリカにとって中東情勢

があまり問題ではなくなると考えているのか

もしれませんが、必ずしもそうではありません。

アメリカというのは今後、長年にわたって中東

に対して関与し続けなければいけないと思っ

ています。ヨーロッパの友好国も、アメリカが

中東に関与し続けることを期待していると思

います。 

ですから、特に予算が削減されているという

環境の中で、全体的なバランスをどう図ってい

くかというのは、大きなチャレンジであり続け

るでしょう。 

しかし、折木陸将がおっしゃったとおりであ

りまして、数字は変わるかもしれません。Ｐ-8

哨戒機とか、そういった新たに配備されるもの

をみれば新しいケーパビリティーが生じてい

ます。内容をみてください。そしてヘーゲル国

防長官も数字を新たに発表されたということ

で、イージス駆逐艦を 2隻追加配備するという

ことで、これは更新ではなく、新規の追加とい

うことで、ミサイル防衛の増強ということにな

ります。これは大きなコミットメントとして受

けとめられると思います。アメリカは今後とも

こういうことをやっていくでしょう。 

それからまた、まさに齋藤海将が言ったこと

を力強く支持したいのですが、日米が手に手を

携えて集団的に行動し、お互いに理解するとい

うことで、軍事用語ではフォース・マルティプ

ライアーといいますが、まさに兵力の乗数効果

（マルチプライヤー）能力を向上させることが

できるわけです。日米が時間をかけて決めて行

けばよいと思います。 

 

米国のプレゼンスが中国へのメッセージ 

 

しかし、いかなる事態になろうとも、アメリ

カとこの地域に対するフォーカスが危機的に

なる事はないと思います。発表された 3～4 週

間後、2012 年の 2 月ぐらいに私はちょうど中

国を訪問していたのですが、会っていた中国の

代表団のほうから、このピボットというのは何

ですか、このリバランシングとアメリカが言っ

ているのは何ですかと尋ねられました。 

中国からみると、アメリカが地域の外に出た

ことはないということで、ほかの地域のチャレ

ンジを抱えながらも、アメリカのプレゼンスと

いうのは常にこの地域にあったわけで、中国に

対して強いメッセージとなっています。今後と

もアメリカのプレゼンスは持続されるであり

ましょう。 

大事なことは、日米がどうやって協力してや

っていくか、経済、外交あるいは軍事であれ、

多側面、多地域にわたってのかかわりが要求さ

れる世界で、どうやって日米でより緊密に協力

するかということです。そして、軍事的にはど

んな兵力をいつ、どこで、どう使うのか。大事

なことは、時間をかけてわれわれがコミットメ

ントに気を配っていることを確認することだ

と思います。 

 

司会 ありがとうございました。日米同盟を

強化するということになりますと、もう一つの

この地域のアメリカの同盟国であります韓国

と日本との関係というものが、やはりアメリカ

からみると、もう少しよくなってほしいという

ふうに考えているのではないかと思います。 

この点は、日韓どちらがどうという話ではあ

りませんが、マレンさん、マイヤーズさんから

伺いたいのは、歴史の問題がネックになって、

日韓の関係で首脳会談、あるいは両国の軍事的

な関係、あるいは情報共有の問題もまだまとま

っていません。こういった現状は、アメリカの

リバランスも含め、アメリカのこの地域への安

全保障の政策として、果たしてどういった影響

を、悪い影響になるかと思うのですが、与えて

いるのかという点をお話しいただければと思

います。 

 

マイヤーズ 最後のご質問の部分なのです

が、日本と韓国の関係、そしてどのようなプラ

スマイナスの影響があり得るかということで

すね。アメリカのこの地域に対する安全保障政

策に対して。 

まず最初のご質問の答えから入りたいと思
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います。リバランスについてだったのですが、

リバランスというのは、まさに重点の更新とい

うことで、考え方の更新ではありません。国家

安全保障戦略ということでは、アメリカは自国

をアジア・太平洋国家と思っていますから、昔

から重要性を認めていたのです。 

そして、その重点というのをさらに強化した

いということで、マレン海軍大将がおっしゃっ

たのですが、世界の状況によって、兵力の配備

のように、なかなか目にみえる形で行うことは

できなかったかもしれません。アメリカとして

も重要な国益を抱えて、ほかの地域の展開とか

もあって。そしてまた財政政策ということで、

アメリカが国防予算の大幅削減を余儀なくさ

れたということで、そこでいろいろな願望、リ

バランスとして希望していることを予算不足

でなかなか実現できなかったというようなこ

ともあるわけです。 

とはいってもいまの日本と韓国の間の緊張

というのは、アメリカのリバランスに影響はな

いと思います。アメリカは韓国に 3万もしくは

2 万 8,000 ぐらい配備しているということで、

非常に深く米軍として韓国にかかわっている

わけです。北朝鮮の若い指導者が何かしない限

りにおいては、この兵力の数字が近々変えられ

ることはないと思います。直接の関係はないと

思います。もちろん、懸念として、フォーラム

でも長時間にわたって議論したのですが。 

冒頭でも申しあげたように、韓国と日本双方

に人脈ある立場として、アメリカとして、日韓

関係が改善することができれば、もちろんそれ

はいいわけでありまして、議論でもお話ししま

したが、アメリカのリバランスに対する直接的

なインパクト、日米関係に対する直接的なイン

パクトということはないと思います。 

もちろん、日本と韓国の関係というのが、い

まちょっと低迷していることは残念ですが、過

去非常に日韓関係が強力で、自衛隊の幹部も含

めて、日本政府の幹部の方たちが韓国のカウン

ターパートと大変強力な関係を築いていた時

代はあったわけでありまして、ここ最近がちょ

っと悪化したというだけだと思うのです。 

日韓関係の緊張は中国を利するだけ 

 

マレン マイヤーズ空軍大将がおっしゃっ

たとおりで、地域に対して多大なる影響という

わけではないのですが、助けにはなっていない

ということで、日本と韓国双方の友人いずれに

尋ねても、日韓関係というのは、ここ長年にわ

たって比較すると最も低い水準に低迷してい

るということだったのです。誰もが中国に懸念

を抱いています。これでは中国の助けになって

いるだけなのです。 

ですから、中国が日本と韓国に別々に働きか

けて、お互いに不利になるよう足を引っ張って

いるというようなことになってしまうわけで、

いま、どうしてこんなに関係が難しくなってし

まったかというと、リーダーがリーダーシップ

を発揮する立場にあり、リーダー以外はそれは

解決できないからです。日韓関係が悪化して本

当に地域全体に深刻な形で影響を及ぼすよう

な程度にはならないと期待します。そうでない

と危険な領域に入ってしまうと思います。 

マイヤーズ 前の発言をもう少し明確にし

たいのです。日米同盟に、あるいはアメリカの

リバランシングに対してインパクトをもたら

すとは思わないのですが、地域にはある程度の

影響は及ぼすと思いますし、悪い影響になり得

るとも思います。 

ことしは第一次世界大戦 100 周年です。当時

の政治的な指導者達は一連の重大事件の波を

とめることができなかったわけです。第一次大

戦に陥らなくてもよかったのに勃発してしま

ったということです。地域の中のリーダー、指

導者もあまり過度にお互いを追い詰めて、政治

的に動く余地がなくなるようなことはしない

ほうがいいと思うのです。ある意味では現在緊

張関係が高まっているというのはそういう部

分もあると思って、これは残念だと思うのです。 

特定のリーダーがそのような大げさな発言

を行い、人々が感情的になってしまうと、普通

に戻れない、何が普通かは難しいですが、より

平和的な環境に戻れないということになりま

す。そういうことは心配していませんが、第一

次大戦の歴史をひもといてみてみても、まさに
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そういった力学で瀬戸際から戻れなくなり、第

一次世界大戦にまで至ってしまったのです。 

 

司会 それでは会場から質問を受けたいと

思います。最後は、第一次世界大戦から 100

年の歴史的パースペクティブなお話も出たの

で、こういった軍人ステーツマン・フォーラム

らしい議論にだんだん移ってきたかなと思っ

ておりますが。30 分ほどしか残っていません

ので、2～3 問まとめて質問を受けて、そして

お答えをいただきたいと思います。 

 

質問 4 人の方それぞれに伺いたいと思う

のですが。いまの安全保障情勢の中で日米安保

は大変大事なことかと思うのですが、あまりに

日米協調で中国のことを皆心配しているとい

うと、新たな冷戦構造になるのではないかと心

配している専門家の方もいらっしゃるような

のですが、そういった状況になるのを避けるた

めにはどうすればよいとお考えでしょうか。 

 

質問 グレーゾーンにおける日米共同対処

について質問させていただきたいと思います。

例えば武装した漁民が日本の島に上陸した場

合、日本側はどのような協力を米軍に求めるの

か。米側はその要請に応じられるのか。この場

合は日米共同の警察行動ということになるの

か。この点についてお願いします。 

 

質問 まず第一点は、今回は制服の元トップ

の方々による議論だったのですが、その議論の

中で、先ほどの歴史認識問題なども含めて、外

交セクターに対して何か注文をつけるべきと

ころがあるのかないのか。なかなかこれは政治

的な問題も絡んで申しあげにくいことだと思

いますが、やはりどうしてもその辺のことも最

後には絡んでくるのではないのかという趣旨

でお聞きしたいということがまず第一点です。 

それから、これは今回の集団的自衛権の限定

容認について、ある自民党の安全保障関係の閣

僚経験者の話として一つの比喩的な表現があ

りまして、先ほどマレンさんがおっしゃったよ

うに、アメリカはまだグローバルパワーとして

世界に対して、責任をこれからも持っていかれ

るということでしたが、世界の警察官として今

後もアメリカはその役割を担っていくが、だが

予算の削減その他で、アメリカも非常にオール

ドな、年老いた警察官になっていると。 

今回の集団的自衛権の容認は、そのアメリカ

の失った力を日本が補てんする、ある意味では

日本が警察犬的な役割を果たしてアメリカを

補佐する。そういう関係として今後、日米同盟

が世界に展開していくのではないかと。警察犬

という言い方をされた方がいるのですが、その

点について、アメリカのお二方はどう思われる

か。あまりにも自虐的な日本の認識なのかどう

か、ぜひお伺いしたいと思います。 

 

司会 それでは、齋藤さんからお願いします。 

 

齋藤 あまりやり過ぎて中国を追い詰めて

しまうのではないかというような、そんなご趣

旨だったと思うのですが。 

やはり、ここはまさにエンゲージとヘッジ。

要するにヘッジだけかけていてはだめだ。やは

りエンゲージと、このバランスをいかにとって

いくかというのが知恵だろうと思うのです。 

ついついこういう話になると、特にミリタリ

ーが話していると、ヘッジの話ばかりしている

のではないかというふうに誤解されるかもし

れません。そうではなくて、ヘッジとエンゲー

ジメント、いかに、もうちょっと言えば国際ス

タンダードに入ってきてもらうようにすると

か、そういう仕組みをどうやって仕組んでいっ

たらいいかという、それを考えていかなくては

いけないのだろうと思います。 

それから、尖閣の問題がありましたが、まさ

に警察犬か何かという話は、これからこれを整

理して法的にどういうふうにやっていくかと

いう話ですので、いまここで、これがどうなる

かというのは、そういう意味ではわかりません。 

それから、日米で一つのスペシフィックな作

戦の計画がどうこうという、それを言うのはあ

まり適当ではないと思いますので、ここは避け
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たいと思います。 

それから、歴史問題について。基本的には、

確かにおっしゃられるように、われわれ、まさ

にＯＢのステーツマン・フォーラムで、ミリタ

リーだけではなくて、もっともっと幅広いいろ

いろな外交の問題から広めて、安全保障の問題

をどういうふうに考えるか。もちろんそういう

位置づけで考えていかなくてはいけないので

しょうが、やはりこの問題については、どちら

かというと私は、せっかくミリタリー・ミリタ

リーの話でやってきている話であって、できれ

ばこういう話にはあまり──あまりというか、

大事なことですが、そういうところで時間はあ

まりつぶしたくはなかったということです。 

それから、グローバルパワーを日本が補てん

するのか。これはしかし、要するに法案はどう

なるかわかりませんが、閣議決定の案文をみれ

ば、そんなことは絶対ないというのは当たり前

の話ですね。それはどうやって妄想をつけよう

と、極端に言えば勝手な話かもしれません。少

なくとも閣議決定の法案をきちっと読めば、そ

んな話にはなっていないと私は思っています。 

 

司会 それでは、折木さん、お願いします。 

 

折木 日米の共同というか、しっかりやって

いくことが、また冷戦構造に入るのではないか

というお話がありましたが、米ソの冷戦時代と

比べて、いまは特に、軍事的な面もありますが、

経済的な相互依存関係というのは非常に大き

くなっていて、軍事だけのところで冷戦構造と

いうことは、私は現状的には捉えられないし、

そういう時代にはなっていかないというふう

に思っています。 

それと、グレーゾーンのところについては、

齋藤さんおっしゃったとおり、これから法的基

盤のところで検討していくのでしょうが、グレ

ーゾーンに対する抑止のところは日米のとこ

ろからしっかり考えていかなければいけない

と思いますが、グレーゾーン対処となると、基

本的にはやはり日本がどう考えて、どう対処す

るかということが私は基本だというふうに思

いますので、そこのところは──私の個人的な

意見です──私は理解していただきたいなと

いうふうに思っています。 

 

ＮＳＣで外交と安保をマッチングさせる 

 

それから、外交分野についての何か要望はと

いうお話があったのですが、本当におっしゃる

とおり、経済、軍事、外交、ほかの分野も含め

て、トータル的に考えていかなければいけない

時代だと思います。だから、防衛計画の大綱と

か安全保障のところにもあるとおりに、統合的

に考える。 

それは全省庁的に考えなければいけないよ

ねという考え方を示していると私は思ってい

ます。そういう面で、特に外交と安保をマッチ

ングさせていくという意味合いで、ＮＳＣの戦

略的な施行というか、それに対応していくとい

うことは非常に私は大事なことだし、期待をし

たいというふうに思っています。 

それと、集団的自衛権の閣議決定のところで、

グローバルにということがありますが、これは

あくまでも、私は齋藤さんと一緒で、閣議決定

のところは、日本の防衛にどういう影響を及ぼ

すかということが一番基本のところですから、

グローバルにあっちこっちで、アメリカの何と

か犬とおっしゃいましたが、非常に心外でして、

その人に会ってみたいと思いますが、私、そう

いう感覚は全く持ってないし、日本のことを基

本に考えるべきだというふうに思っています。 

 

司会 マイヤーズさん、お願いいたします。 

 

マイヤーズ 最初のご質問、日米同盟の強化

ということで、それによって冷戦の構造につな

がるのではないかということは、そんなことは

ない。折木陸将のおっしゃったとおりだと思う

のです。 

冷戦というのは、ソ連を封じ込めようという

ことだったのです。それができたのは、他の戦

略に依存する経済関係がなかったからです、当
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時のソ連と。ですから、封じ込めの戦略がうま

くいったのです。でも、中国を封じ込めようと

してもうまくいきません。 

日本、アメリカ、中国の経済的相互依存関係

というのが高まっているからです、ですから、

中国の封じ込めはとてもできないわけです。ア

メリカが中国と軍同士での、そしてほかの分野

における関与、エンゲージメントを続けるとい

うこともすでに話に出ておりますので、そうい

った主張ということは当てはまらないと思っ

ています。 

武装漁民が尖閣に上陸した場合ということ

ですね、それはグレーゾーン事態ということで、

対処するのが難しいものです。というのは、少

なくともアメリカでは、軍が民法施行にかかわ

ることができないということで、アメリカの場

合、沿岸警備隊あるいはほかの法執行機関、た

ぶん沿岸警備隊が駆けつけるということにな

るのですが、アジア・太平洋地域にはアメリカ

の沿岸警備隊はあまり存在していません。 

日米同盟ということでは、まさに情報提供で

あるとか、警戒監視ということで、軍以外が対

応するというのがまず最初の手だと思います。

ＮＳＣ（国家安全保障会議）、そしてそのスタ

ッフと役割について、われわれはフォーラムで

取り上げました。おっしゃるとおりだと思うの

ですが、国力を結集して問題に対処しようとい

うときに、そういったＮＳＣの組織がまず対応

するということは、アメリカでもそうなのです

が、ご説明を受けた日本の国家安全保障会議

（ＮＳＣ）が適切だと思います。 

アメリカが世界の警察官だということには

異議を唱えたいと思います。ちょっと違うと思

うのです。アメリカはリーダーの役割を世界で

果たしていることで、リーダーシップを発揮す

ることによって、より安定した、より経済的に

確たる環境をつくり出そうということで、別に

警察官役を果たそうというのではないのです。 

誰かが警察官という言葉をまず使ったのは

非常に残念だと思うのです。もしかしたら読者

を刺激するための新聞の見出しにはいいのか

もしれませんが、それは誇張した表現だと思い

ます。状況を正しく説明してはいないと受けと

めるべきではないか、と私は思っています。 

まず、日米安保条約と日本の防衛がアメリカ

の第一義的な義務であると思っています。アメ

リカはほかの義務も、この地域においても、世

界のほかの地域においても負っているわけで

ありまして、日本が警察犬の役割をするという

ことに関しては、言葉の使い方がまったく正確

でないということで、受け入れられないし、屈

辱さえ覚えます。 

 

中国と冷戦が始まる材料はない 

 

マレン 冷戦についてマイヤーズ空軍大将

がおっしゃったことに全く同意します。中国と

の冷戦が始まると思える材料はありません。マ

イヤーズ空軍大将が指摘されたように、相互依

存関係というのが多くの国の間で高まってお

りますので、中国も含めて、こういった相互依

存関係というのは今後も続くと思います。日米

中の各国の経済の規模を考えてもそうだと思

うのです。 

今日はそういう話は出なかったのですが、こ

の 2～3 日間の議論で、冷戦ということではロ

シアの話も出ました。私のバックグラウンドか

ら、この地域のロシアというのが一つの重要な

国であるということで、長年来、私も注意を払

ってきました。 

何らかの事態で冷戦のような事態に陥ると

いうことは考えられないですが、プーチン大統

領が最近やったことは本当にゾクッとするよ

うな、背筋が寒くなるようなことだったので、

世界も注意を払い続けなければいけないと思

うのです。プーチン大統領が、もうやめなけれ

ばいけないと悟るまでは、働きかけというのを

世界としても続けなければいけないと思いま

す。プーチン大統領はまだやめねばとは思って

いないと、私は思います。 

また、外交官と政治家が歴史問題についてリ

ード役を果たさなければいけないということ

は確かなのです。退役軍人、現役の軍人も、何

らかの意見を持っているかもしれません。先ほ
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ども言いましたが、この非常に感情的で困難な

問題に対処するために、リーダーたちがリード

役を、リーダーシップを発揮しなければいけな

い。だからこそ、われわれは彼らを選んでこう

いう立場にリーダーたちを置いているわけで

す。 

警察官と警察犬という呼び方は全く拒絶し

ます。アメリカはグローバルリーダーであり、

今後もそうあり続けると思いますが、アメリカ

単独ではとてもいろいろな情勢に対応できま

せん。いままでもそうでした。パートナーが必

要なのです。 

日米同盟というのはこの点で最も重要性の

高い同盟関係でありまして、アメリカを過去の

歴史とみなすような立場に後退させるという

ことはあり得ないと思います。アメリカは責任

を負った形でこの地域にとどまるつもりです

し、前向きな、建設的なインパクトというのを

世界に対して与え続けたいということで、その

ために米国は世界に関与し続けます。 

 

司会 もう一ラウンドぐらい質問をとって

も大丈夫かと思います。今回も何問か集めたい

と思います。 

 

質問 日米同盟の重要性というのは当然の

ことだと思うのですが、アメリカの国防予算の

削減、そして国力の低下によって影響力がなく

なっているという現状を考えると、日米同盟だ

けで物事を解決するというのは難しい時代に

なっていると思うんです。特に、このアジア・

太平洋地域の地政学的な面を考えると、日米以

外の、例えばオーストラリアですとかインドを

交えた協力というのが重要性を増しているの

ではないかということがよく指摘されます。 

日本側、アメリカ側、それぞれのお立場から、

具体的にオーストラリアとインドに対して、中

国に対するヘッジをするという観点で、どのよ

うなことを求められるか。例えば南シナ海にお

ける海軍、インド海軍、オーストラリア海軍の

オペレーションというようなことも想定され

るでしょうし、どのようにそこら辺を考えてい

らっしゃるかというのを、おそらく海軍にかか

わる話ですので、マレンさんと齋藤さんにお答

えいただければと思います。 

 

質問 きょうの日本サイドとアメリカサイ

ドの話を聞きましたら、集団的自衛権について、

アメリカサイドは、どうしても日本は頑張って

自分の国民を守ってほしいという立場ですが、

日本サイドはどうしてもアメリカを守りたい

という立場が、少しだけニュアンスがあると思

います。少しだけ立場が違うと思います。 

そうすると、中国側もアジアの一部の国も心

配していると思いますが、日本が集団的自衛権

を使ってこれから軍事大国になるのではない

ですかという心配がありまして、アメリカは、

日本の自衛隊が集団的自衛権を使って軍事大

国になってもいいですか。もしそういう考え方

がなかったら、どういうふうに日本の自衛隊を

コントロールするかということを聞きたいと

思います。アメリカのお二人に。 

 

質問 日本とオーストラリアとアメリカの

3カ国、そして、もしかしたらフィリピンとの

間での協力ということで、そういったことを示

唆されているのですが、今後の行方ということ

ではどうなるのでしょうか。オーストラリアが

日本で軍事演習に参加するとか、日本がある程

度まで、オーストラリアですでに演習に参加し

ていますが、それをさらに拡大するというか、

バリカタンとかフィブレックスとかいった演

習に今後日本が参加する可能性というのはあ

るのでしょうか。 

先日、両用即応グループが地域に派遣される

ということで、それがオーストラリア、フィリ

ピンに派遣されるということがあるのでしょ

うか。 

 

質問 軍事のことについては全くの素人な

んですが、きょうは政治、経済、資源の問題、

あらゆる問題が出てきましたし、日米関係だけ

ではなくて、グローバルな話になって、そうい

う点では日本記者クラブのパネルディスカッ
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ションにふさわしい、すばらしい機会になった

と思うんです。 

私は、アドミラル・マレンさんにお伺いする

のが一番いいのではないかと思いますが、マレ

ンさんは、ジョージ・ブッシュ、それからオバ

マさん、性質の異なった 2人の大統領と仕事を

されたわけですが、たまたま日本は、いまはい

ろいろな意味で極端な政権になって、微妙な問

題が起こっている。それが、たまたま世界が変

わろうとしているこの時期にぶつかったこと

に非常に問題があるように思っていますが。 

そこで、私の質問は、アドミラル・マレンに、

軍事と、あるいは軍隊と政治との関係、その間

の関係はどこまで意思疎通をしなければいけ

ないかについて、お答えいただければありがた

いと思います。 

 

質問 マレン大将にお伺いしたいのですが、

以前、マレンさんは、世界の海軍を糾合してと

いいますか、世界中の海軍がまとまって責任分

担を果たすことが平和につながるというよう

な持論を述べておられました。 

そのためには中国海軍と今後も米海軍は、い

わゆる排除のための排除ではない、共同作戦と

いいますか、今後中国海軍と交流を深めていく

ことが望ましい、あるいはそういう方向性を考

えていくということに関して、考えているのか

いないのか、どういう協力を考えているのかを、

もしいま持論があればお聞かせいただきたい

と思います。 

 

質問 アメリカ側のお二人にお聞きしたい

と思います。端的に言えば、アメリカの中国に

対する抑止力というものはどのような形で機

能しているのかということなのです。コンテイ

ンメントポリシーはとらない、中国の平和的台

頭は歓迎するというのが基本的なアメリカの

立場だと思うんですが、日本側からみますと、

やはり中国の南シナ海、東シナ海での振る舞い

というのは一方的であって、これに対する不満

を持っている日本人は非常に多いと思います。 

そういう人にとってみれば、アメリカの抑止

力というのは本当に機能しているのだろうか

という疑問を持つのではないかと思うのです

が。もし機能していなかったら、実はもっとこ

ういう大変なものになっているのだという状

況などをご説明いただければわかりやすいと

思うのですが。 

例えば軍事で言いますと、核を前提とした抑

止力ということで考えていいのかどうか。また

経済で言いますと、やはり米中の相互依存は強

いわけでして、その経済的な抑止（ディターレ

ンス）というのは機能するのかどうか。その辺

について伺いたいと思います。 

 

司会 たくさんの質問が出てまいりました

が、それでは、皆さんでお答えになれる部分を

順番にお話し願えればと思います。まずマレン

さんからお願いします。 

 

マレン では、逆の順番で質問にお答えして

いきたいと思います。 

まず第一に、抑止力についてなのですが、わ

れわれがこのフォーラムで話題にしたテーマ

の一つというのは、抑止力だったわけでありま

して、私は抑止力を強く信じています。何らか

の行動を抑止するということであれば、強い立

場というのがまず必要です。例えば、尖閣諸島

の状況を用いて答えたいと思います。 

数週間前、数カ月前と比べると、現在状況は

深刻ではありません。今後さらに激しくなるか、

石油リグの活動とともに、またテンションが上

がるということがあるのでしょうか。私にはわ

かりません。 

それは些細な事例にしかすぎないのですが、

過去 50～60 年を振り返ってみて、この地域が

安定してきたということは実に驚くべき状況

だったのです。難しい時期も 2～3 回はあった

かもしれませんが、域内諸国、アメリカ、その

ほかの国々のコミットメントがあったからこ

そ、この安定が持続したと思います。 

グレーゾーン事態というのは大変難しい事

態です。現代では、この地域に限らず、世界全

体でよく起きる事態でありまして、ウクライナ
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におけるロシア、クリミアにおけるロシアの例

があります。 

中国の海軍のご質問なのですが、中国の海軍

から 3隻、ＲＩＭＰＡＣという隔年の演習に参

加しました。これは意味のある前進です。この

招待というのは、かなり前に出します。ところ

が中国は、4隻目の船を出してきた。それはス

パイ船だったのです。その 4隻目は別に招待し

たわけではなくて、そういう船が登場したこと

自体が問題だったのです。しかし、海軍自体は

大陸から離れたところでオペレーションして

いますし、お互いに学ぶということで、それを

一つのステップとして関係改善をもたらした

い、軍同士というだけではなくて、国同士の関

係改善に役立てばと思います。 

軍事と政治の関係は、私にとっては明らかで

す。われわれは政治にかかわっていません。そ

して日本のお二人もそうだと思うのです。なぜ

なら、私は非常に近しい立場から政治的には厳

しい事態に置かれた日本の自衛隊の方たちを

みてきたからです。 

齋藤海将、折木陸将も、数年にわたって、政

権交代が続いたということで状況がとても難

しかったと思うのですが、しかし政治的な立場

を一切とられなかった。すなわち、非政治的な

立場に徹底するということで、民主主義国家で

ありますから、有権者が選んだ人の言ったこと

に従うということで、われわれはその明白な境

界線を踏み越えてはならないと思っています。 

フィリピンとオーストラリア、そしてアメリ

カの関係について答えたいと思います。日本と

の関連については、日本の同僚の方に答えてい

ただきたいのですが。 

こういった国々との関係をふやせばふやす

ほど、関係強化につながると思っています。衰

退しているからこそアメリカは、ほかの国の力

を求めなければいけない、現実の世界ではそう

いうことではないのです。多くの国と多くの関

係を持っているわけでありまして、そういった

積み重ねは関係強化につながると思うので、こ

の地域における軍事的能力と安定性を高める

という結果につながると思っています。 

ニュアンスの違いの問題についてはブレア

海軍大将が集団的自衛権についてはすでにお

っしゃってくださったと思うのですが、軍の観

点からみると、私は軍事的な作戦に過去 10 年

間、何度も参加してきたのですが、これをあま

りにも細かく定めて切ってしまいますと、本当

に動きがとれなくなってしまう。 

そのことを注意しなければいけないと思い

ます。政治家も、決定するときに軍に対してガ

イダンスを与えなければいけませんが、事態が

刻々と動いているようなときには不確実性に

つながってしまう。あまりにも動ける領域が狭

くて、規制があまりにも多いと、軍事的作戦を

実際に実行することはできない状況に追い込

まれてしまう可能性があります。 

オーストラリアとインドの海軍のご質問も

ありました。私は質問者に対して失礼なことを

言うつもりはないのですが、ゼロサムゲームの

メンタリティーに陥ってしまうと思うのです。

実際はゼロサムではないのです。われわれは非

常に緊密な関係をオーストラリアと持ってい

ます。軍もそうですし、国家としても、長年来、

近しい関係で、今後、長年継続するものだと思

っています。 

また、インドの海軍といろいろなオペレーシ

ョンをやっていまして、インドの海軍は大変能

力が高いということで、この関係を進めるべき

だと思います。同じ志を抱く国が協力しあえば、

地域の安定につながるし、二国間、多国間の協

力関係を広げられるわけです。そういう協力と

いうことであります。 

 

司会 ありがとうございます。では、マイヤ

ーズさん、お願いいたします。 

 

マイヤーズ 手短に幾つかのご質問にお答

えしたいと思います。マレン海軍大将がすでに

大変よく回答してくれましたものについては

触れません。 

政治、それから軍ということについてのご質

問については、私は民主党大統領に統合参謀本

部副議長に任命されまして、共和党大統領によ
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って統合参謀本部議長に任命されたわけです。

したがって、アメリカの軍の性質としましては、

政治的には完全に中立であるということであ

ります。そして文民の世界に片足があって、軍

の世界にもう一方の足があるということで、軍

と政治の指導者との間には立っていますが、し

かし、どちらかに偏っているということではあ

りませんで、文化的にもアメリカではこれを維

持するということになっています。 

日米豪の関係についてはあえてコメントし

ませんが、すでにもうそういった協力はみられ

ていまして、さらにそういった協力が将来的に

も強まっていくと思います。 

また集団的自衛権についての中国の懸念、す

なわち、日本が軍国主義に戻るのではないかと

いう懸念、があるということについては、日本

がここ69年もしくは70年の間にどういった国

になったのかということを全く顧みていない

考え方であると思います。日本が曲がり角を曲

がって、違った国になると考える人は全く分か

っていません。過去 70 年間の日本のあり方を

みれば、この特別な質問への答えを非常に雄弁

に物語っていると思います。 

ところで、アメリカが国防面での関係を持っ

ていて、集団的自衛権を行使することができな

い国というのは、唯一日本です。非常に多くの

国々と軍事的な関係を世界的に結んでいる中

で、であります。したがって、これは日本がよ

り普通になるということでありまして、軍事的

により攻撃性を強めるということでは全くあ

りません。 

またアメリカについて、私のコメントにもし

かすると気がついておられなかったかもしれ

ませんが、リバランシングというのは財政的な

制限のために、政策立案者が期待したほど深く

迅速に進まなかったと申しあげました。ただ、

財務面での問題とは言っておりません。 

アメリカ経済をみてみますと、アメリカ経済

というのは、世界経済が大体停滞していまして、

アメリカもそうなのですが、財政政策が一番秩

序が欠けているところで、金融面ではアメリカ

は依然として堅牢です。金融面での強さはあり

ますので、まだアメリカは終わったとは全く言

うことはできないと思います。財政面を改善す

ることができれば、国防予算も延ばすことがで

きるでしょう。問題は財政制約なのです。 

また、マレン海軍大将が発言したことについ

て私も賛成なのですが、世界の問題、大きな問

題で、ただ 1カ国で解決できるものは全くあり

ません。環境問題であれ、安全保障関連問題で

あれ、金融問題であれ、非常に相互依存性、相

互関連性が強まっていますし、問題の規模もあ

まりにも大きいので、友好国、同盟国と協力を

せざるを得ない状態になっています。それが根

本的な状況です。どのように問題を解決をする

のか考えるうえで、ある 1カ国が単独で行動が

とれる問題というのは全くありません。 

それ以外のことは全てマレンさんが答えて

くださったと思いますので、以上です。 

また、このように参加をする機会をいただき、

ありがとうございます。 

 

司会 折木さん、お願いいたします。 

 

多国間との訓練は意味合いが多く、強化すべき 

 

折木 では、1点だけ。日米だけではなくて、

これから訓練とか、いろいろな国と緊密な関係

を築いていかなければならないのではないだ

ろうかというご提案があったと思います。全く

そのとおりで、一点だけ申しあげると、軍隊の

役割、自衛隊の役割というのも大きく変化して

きていて、いま、われわれ、頭の中にあるのは、

ハードな戦いの部分だけの軍隊の役割ではな

くて、災害派遣とか人道支援とか、いろいろな

面で求められている部分があるということで

す。 

先般のフィリピンの台風のときもそうです

が、やはり軍が一番先に駆けつけて人命救助を

やるとか、支援をするとか、そういう任務もあ

るわけで、それでいま、インドとの訓練も、捜

索救難の訓練もやっていますし、日米韓の捜索

救難訓練も現実の問題としてやっているわけ

です。そういう観点で多国間の訓練というのを、
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いろいろな意味合いがありますが、これから強

化していくべきだろうと思っています。 

 

司会 では、齋藤さん、お願いいたします。 

 

齋藤 多国間の訓練については、いま折木さ

んも言われましたし、マイヤーズさん、マレン

さんも言われました。そこについてはもう言及

しませんが、ただ、日本の立場として、日米同

盟を考えるときに、ことし、ちょうど第一次世

界大戦 100 周年ということで、第一次世界大戦

が終わった後、日英同盟は破棄されて、その後、

多国間条約、4カ国条約に移っていくわけです。 

そのときに、もうこれは古いレジームですか

ら、このままこれを負うというのはどうかなと

いう気もしますが、歴史の事実として、やはり、

バイの 2 国間条約というものと多国間条約と

いうものの重さというのは、これは歴史にきち

っと学んでおくべきだろうと私は思っており

ます。 

そういう意味で、多国間の枠組みというのは

極めて大事ですが、バイの日米同盟というもの

はコアになり、軸足であろう。そこを見失うと、

歴史的に禍根を残すのではないのかなという

のが私の率直な意見です。以上です。 

司会 はい、ありがとうございました。 

4 人の方、何かこれだけはちょっと言ってお

きたいとか、言い残したことはありますでしょ

うか。 

それでは、特にないようですので、これでこ

の 2時間のパネルディスカッション「日米同盟

を考える」を終わりたいと思います。 

非常に長時間にわたり、いろいろな多角的な

話が出まして、日米同盟の現状から、ロシア問

題もマレンさんがちょっと触れていただいて

地域的にも広がりがありましたし、齋藤さんが

最後に触れられた第一次世界大戦から 100 年

ということで歴史的にも非常にパースペクテ

ィブのある議論ができたと思います。 

4 人の方には会場から出たたくさんの質問

に、一つ一つに非常に丁寧に答えていただいて、

これは本当に軍人の方が持っていらっしゃる、

一つ一つにきちんと真摯に向き合う、全ての問

題に対してきちんと対処するという 4 人の方

の性格が出ていらっしゃるなと思って、非常に

感銘を受けました。 

それでは、この会合をこれで終わりたいと思

います。ありがとうございました。(拍手) 

（文責・編集部） 


