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はじ め に
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２０１２年は︑時 期の早 い順に 挙げて い
けば︑１月には台湾 総統選 挙︑３ 月にロ シ
ア大統領選挙︑４月 には北 朝鮮の 故金日 成
主席生誕１００周年 行事に 合わせ て金正 恩
に政権が移譲される と予想 され︑ 秋には 中
国共産党第 回 全国代表大 会が行 われ︑ 胡
錦濤に代わり習近平 が国家 主席に 選出さ れ
る可能性が高い︒ま た︑ 月に米 国大統 領
選挙︑ 月に韓 国大統領選 挙が予 定され て
いる︒このように２ ０１２ 年は︑ 我が国 の
安全保障に直接影響 を及ぼ す周辺 諸国の 大
統領等の国家主席の 交代が 目白押 しの状 態
であり︑予断を許さ ない状 況が継 続する 年
と見積もられる︒こ のよう な状況 を念頭 に︑
最近の動きから２０ １２年 の北東 アジア 情
勢 を概 観 し て み る ︒
18

朝鮮 半 島 情 勢
北朝鮮は︑２０１ ２年４ 月の金 日成生 誕
１００周年以後﹁強 盛大国 の大門 を開く ﹂
というスローガンを 掲げて 国を挙 げての 活
動に取り組んでいる︒﹁強盛大国﹂のスロー
ガンは︑１９９８年 夏に表明されて以来
年以上国家目標とし て堅持 され続 け︑北 朝
鮮を
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①思想強国
②軍事強国
③経済強国
に成長 させることである ︒思想 強国に つい
ては︑ 金日成主席が提唱 した﹁ 主体思 想﹂
があま ねく知れ渡り北朝 鮮の隅 々にま でい
きわた っている︒軍事強 国につ いては ︑テ
ポドン ・ミサイルの発射 ︑２回 の核実 験︑
軍事パ レードなどにより 北朝鮮 国民に 軍事
力拡充 の姿を見せること に成功 してお り︑
思想強 国と軍事強国は︑ 曲がり なりに も達
成感を 北朝鮮国民に示す ことが できた が︑
問題は 経済強国である︒ 現状は ︑北朝 鮮国
民に豊 かさを約束した経 済強国 には程 遠い
状況で ある︒農業生産の 効率性 は一向 に改
善され ず︑水害や干ばつ などの 気象変 動と
あいまって食糧不足が恒常化するとともに︑
電力︑ 水力︑交通などの インフ ラ整備 は旧
態以前 のままであり︑工 業生産 もおぼ つか
ない状 況が継続している ︒北朝 鮮は︑ この
困難な 状況を打破するた めに︑ 日本か ら先
の戦争 の賠償金を獲得し ︑中国 の各種 圧力
に対す るカウンターバラ ンスと して利 用す
るとと もに︑それを梃子 に一気 に経済 強国
建設を 目指そうとした︒ その証 左が︑ ２０
０２年 の小泉首相訪朝時 の北朝 鮮の対 応で
ある︒ 北朝鮮は︑トップ 会談に おいて 長年
否定してきた拉致の事実を認め︑謝罪した︒
これは ︑北朝鮮が日朝の 国交正 常化を 求め
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ているメッ セージであっ たが︑ 一時帰 国の
約束で日本 に帰国させた ５人の 生存者 を日
本政府が北 朝鮮への帰国 を許さ なかっ たこ
とにより︑このメッセージは履行されなかっ
た︒小泉首 相の２度目の 訪朝時 に横田 恵さ
んの偽遺骨 問題が生起し ︑日朝 関係は デッ
ドロックに 乗り上げてし まった ︒北朝 鮮は︑
それでも日 朝関係のシン ボルで ある万 景峰
号を日本海 側の元山港に 係留し ︑関係 改善
の意思があ ることを示し ていた が︑２ ０１
１年夏︑北 朝鮮の西海岸 ︑黄海 に面す る南
浦に回航︑ 乗用車の積載 が可能 なよう に改
造し北朝鮮 ・中国間を結 ぶ観光 船とし て就
航させた︒ これは︑﹁今 後日本 の経済 力︑
経済支援をあてにしない︑日本相手にせず﹂
と い う メッ セ ー ジ で あ る ︒
金正日総 書記は︑２０ １０年 ５月︑ ８月
に続き２０１１年５月に３度目の訪中を行っ
た︒２０１ ０年８月に続 いて２ ０１１ 年の
５月にも中 国東北部︵旧 満州︶ を訪問 した︒
この地域は ︑中国の中で も朝鮮 族やモ ンゴ
ル族などの 少数民族の住 む民族 の坩堝 的地
域であり︑ また︑中国の 改革開 放政策 から
取り残され た最貧層の人 々が暮 らす地 域で
ある︒した がって︑問題 を放置 すれば 少数
民族の不満 が爆発し︑民 族問題 に発展 しか
ねない地域 である︒さら に︑日 中戦争 以前
に日本が建 設した鞍山製 鉄所な どがそ のま
ま国有企業 として使用さ れてき ており ︑国
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有企業の人員整理や 解体に 伴う労 働運動 が
激化している︒この ため胡 錦濤は ︑満州 地
域を経済振興拠点に 指定し ︑再開 発に取 り
組んでいる︒満州地 域の農 産物や 工業製 品
を中国南部地域に輸 送する には︑ 大連港 を
使用せざるを得ない が︑大 連港に は十分 な
港湾・輸送支援設備 がなく ︑また ︑満州 か
らの陸路が整備され ていな いため ︑豆満 江
地域の開発に伴った 北朝鮮 の羅津 港から 積
み出すのが最も効率 的であ り︑中 国は羅 津
を中国の租借地とし て鉄道 や道路 を整備 し
始めている︒これま で北朝 鮮は︑ 中国の 支
配下に入りかねない 懸念が あり︑ 羅津港 に
通じる交通路の整備 など中 国側の 申し出 を
固辞してきたが︑２ ０１１ 年５月 の訪中 の
際に申し出を受け入 れてい る︒一 方︑羅 津
港が中国の後方支援 基地に なれば ︑中国 海
軍はシーレーン防護 のため に日本 海に艦 隊
を入れ︑その活動を 一層活 発化す ること が
予想される︒また︑ 同年５ 月に訪 問した 満
州・牡丹江︑長春︑ 揚州︑ 南京︑ 北京は ︑
１９９１年に金日成 が最後 に訪中 した場 所
と同じ場所である︒ この５ 月の訪 中は︑ 中
朝間の経済改革問題にはあまり成果がなかっ
たと伝えられている が︑金 正日の 訪中の 真
の目的は︑中国当局 に対し て中朝 相互友 好
条約締結 周年 を思い起こ させ︑ 結束当 時
の﹁血の友好関係﹂ を中朝 間に取 り戻す こ
とであった︒すなわ ち︑か つては 中朝両 国
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が手を 携えて日本軍国主 義と戦 い︑北 朝鮮
は中国 人民共和国の建国 にも協 力し︑ 朝鮮
戦争も共に戦った﹁血の友好関係﹂にあり︑
この友 好関係は︑﹁世代 を超え て継続 ︑盤
石な関 係を強化する﹂と の方針 を再確 認し
あうこ とに訪中の目的が あった ︒さら に敷
衍すれ ば︑金正恩体勢へ の移行 後も継 続す
ること を確認することに あった ︒加え て︑
中朝相互友好条約の自動参戦の義務により︑
米国が 北朝鮮にミサイル 攻撃な どを行 った
場合︑ 自動的に中国は参 戦する 義務が ある
こ と を 中 国 側に 確 認 さ せ る こと に あ っ た ︒
２０１ １年の８月下旬金 正日総 書記は ︑９
年ぶり にロシアを訪問し た︒今 回の訪 ロは
メドベ ージェフ露大統領 の招請 を受け ︑シ
ベリア と露の極東地区を 訪問し たもの であ
る︒２ ０１１年は︑朝露友 好 周年の 節目
の年で ある︒ロシアは中 国が朝 鮮半島 に一
方的か つ排他的に関与す ること を嫌っ てお
り︑中 国に対抗してロシ アに新 たな露 朝友
好条約 締結の動きがある と言わ れてい る︒
また︑ 朝鮮半島を経由し て韓国 に至る 天然
ガスパ イプラインの敷設 を計画 してい る︒
一方︑ 金正日は︑ビン・ ラーデ ィンが 米海
軍の特殊部隊により殺害されたことにより︑
次は自 分の番かも知れな いと危 惧の念 を有
してい る︒米国のステル ス無人 偵察機 やス
テルス 戦闘爆撃に対する 防御可 能な新 シス
テムを ロシアから導入し たい意 向と推 測さ
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れる︒この 見返りに金正 日は︑ ﹁羅先 を提
供しましょ う﹂と応諾し たと言 われて いる︒
羅先は羅津 と雄基からな る特別 市︵経 済特
区︶である ︒羅先特別市 の提供 は︑露 海軍
に対して不 凍港の提供と いうだ けでな く︑
羅津港を使 用する中国海 軍をけ ん制す る意
味合いも含 まれ︑金正日 の深謀 遠慮が うか
がえる︒
２０１２ 年４月の金日 成生誕 １００ 周年
行事に合わ せて朝鮮労働 党大会 が開催 され︑
金正恩が総 書記に任命さ れ︑何 が変わ るの
であろうか ︒おそらく何 も変わ りはし ない
と判断され る︒その理由 は︑１ ９９８ 年に
制定された 北朝鮮の憲法 では︑ ﹁朝鮮 人民
共和国の国 家主席は金日 成﹂と 規定さ れて
おり︑﹁金 日成が永遠の 国家主 席﹂と 明記
されている からである︒ 金日成 死去後 国家
主席は空白 のままであり ︑北朝 鮮は金 日成
王朝と言い 換えることが できる ︒金正 日は︑
この規定を 忠実に履行す ること にすべ ての
努力を傾注 し︑この規定 を忠実 に履行 でき
る後継者を 選定し︑その 体制を 支える 環境
を整備して きたのである ︒最近 の新聞 報道
では︑深刻な経済疲弊により国家目標を
﹁強盛大国 ﹂から﹁強盛 復興﹂ に格下 げし
たとの報道 があったが︑ それが 事実と して
も︑金日成 王朝を継続さ せると いう国 家意
思に変更は なく︑そのた めの布 石を着 実に
打ってきた と言える︒し かし︑ 我が国 から

朝鮮半島をみれば︑ ６か国 協議の 一員と は
言いながら︑北朝鮮 から蚊 帳の外 に置か れ︑
２０１２年末に誰が 韓国大 統領に なろう と︑
自信をつけた韓国は﹁日本なにするものぞ﹂
と思い︑国力を疲弊 しつつ ある日 本は︑ 朝
鮮半島に対して何を 言って も相手 にされ な
い 国に な る の で は ない か と 危 惧 さ れる ︒
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２０ １０年 月の中国 共産党第 期 中央
委員会 第５総会︵５中総 会︶に おいて ︑習
近平副 首席が党軍事委員 会副主 席に推 載さ
れたこ とにより︑大方の見 方は︑ 回 党大
会にお いて胡錦濤が兼務 してい る党総 書記
に就任 し︑２０１３年春 の全国 人民代 表者
大会に おいて︑習近平が 国家主 席を継 ぐも
のと見 込んでいる︒現在 の中国 の政治 的構
造は︑ 胡錦濤国家主席に 代表さ れる共 産主
義青年 団︵共青団︶を中 心とす るグル ープ
と江沢 民系の上海閥を中 心とす るグル ープ
に大別 されている︒習近 平は︑ 強硬派 では
ないが 上海グループの江 沢民派 に属し てお
り︑ま た︑国民党との国 共内戦 を戦っ た人
民解放 軍政治局員である 習忠勲 元国務 院副
首相の 子息であり︑中国 共産党 の高級 官僚
等の子 弟のグループであ る太子 党に色 分け
されて いる︒文化大革命 当時に 習近平 は︑
農村部 に下放されていた が︑父 親の威 光に
より青 華大学に入学が認 められ ︑大学 卒業
後中央 軍事委員会弁公室 に勤務 ︑党政 治局
員の耿 飈国防相の秘書官 に就任 してい る︒
耿飈の 失脚を察知︑秘書 官を辞 任後︑ 河北
省副県 長︑福建省︑浙江 省︑上 海市長 など
地方勤 務を 年以上勤め ている ︒胡錦 濤と
異なり 人民解放軍と強い つなが りを有 し︑
妻は歌 手でありかつ人民 解放軍 の現役 の少
将で解 放軍の歌姫として 活躍し ている ︒一
方︑習 近平の対抗馬であ る李克 強は︑ 胡錦
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中国 情 勢
２０１２年秋︑胡 錦濤の 後継者 を選ぶ 第
回中国共産党 大会︵ 回 党大会 ︶が開 催
される︒順調に後継 者が選 出され ︑新体 制
が︑燎原の炎の如く 蔓延す る国民 の不満 を
適切に解消できない 場合は ︑中国 社会に 大
混乱が生起する可能 性があ る︒２ ０１０ 年
の国際貿易統計資料 が示す ように 中国は ︑
輸出額約１兆６００ ０億ド ル世界 第１位 ︑
輸入額約１兆４００ ０億ド ル世界 第２位 の
交易により世界経済 をリー ドして いるだ け
でなく︑ギリシャの 財政破 綻に対 して︑ Ｅ
Ｕが中国に財政支援 の依頼 を検討 したよ う
に︑現在︑世界各国 は中国 経済に よって 支
えられている状況で ある︒ 中国に 政治的 混
乱が生じれば︑世界 経済を 支えて いる軸 が
失われ︑第２次世界 大戦誘 発の原 因とな っ
た１９２９年の世界 大恐慌 が再来 する可 能
性 があ る ︒
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濤国家主席 ︑温家宝首相 を中心 とする 対抗
グループの 共青団に属し ている ︒また ︑対
日政策の面 から見れば︑ 胡錦濤 首席や 温家
宝首相は戦 略的互恵派と 呼ばれ ︑日本 とは
経済的な関 係を含めて友 好的な 関係を 構築
していこう としているが ︑習近 平が属 して
いる江沢民 派や太子党︑ 人民解 放軍幹 部は︑
対 日 強 硬派 で あ る ︒
２０１２ 年の 回党大 会にお いて国 家主
席に習近平 が選抜される として も︑最 大の
問題は︑誰 が首相に就任 するか である ︒一
部では︑李 克強が首相に 就任す ると報 道さ
れているが ︑李克強の芽 はない との観 測も
ある︒一方 ︑最近太子党 の四川 省書記 薄熙
来が頭角を 現しており︑ 汚職の 蔓延に 対し
て﹁毛沢東 に帰れ﹂と主 張して 時流に 乗り︑
政治力を持 ち始め﹁次期 首相は 薄熙来 では
ないか﹂と 噂されている ︒首相 の選出 にお
いても︑共 青団と太子党 の権力 闘争の 様相
が 生 起 して い る ︒
中国社会 が抱える最大 かつ喫 緊の課 題は︑
大規模なデ モや暴動が頻 発する 不安定 な社
会から脱却 し︑安定した 社会の 構築で ある︒
このため︑ 胡錦濤首席は ︑調和 の取れ た格
差の少ない 中国社会の構 築を基 本理念 とし
た﹁和階社 会﹂をスロー ガンと して掲 げて
きた︒この 理念は︑利権 にまみ れた中 国社
会の行く末 を真面目に考 える共 青団の 姿勢
と合致する 部分がある︒ 一方︑ 中国共 産党
18

の下では国土はすべ てが国 家のも のであ り︑
共産党幹部が土地の 利権を 掌握し てきた ︒
その利権は親から子 ︑子か ら孫へ 継承さ れ︑
大企業幹部も共産党 幹部の 子弟が 占めて い
る︒乱暴な言い方が 許され るなら ば︑利 権
を擁護する集団が太 子党で あり︑ これに 反
発し︑共産党本来の 平等な 社会を 目指す の
が共青団である︒新 しく習 近平体 制が誕 生
しても︑根深い上述 した問 題を抱 えたま ま
であり︑新体制は︑ 安定し た中国 社会の 構
築を目指せるかどう か不明 である ︒﹁中 国
ジャスミン革命﹂が 生起し た場合 ︑広大 な
国土と 億を超 える国民︑ 多数の 少数民 族
を誰が統治できるの であろ うか︒ また︑ 習
近平は︑胡錦濤と比 較し軍 と近い 関係に あ
るが︑胆力やリーダ ーシッ プに問 題があ る
という評価もあり︑ 軍の発 言力が 増大す る
可能性もある︒それ でなく とも︑ 解放軍 が
既に党と政府の統制 から逸 脱して ︑独自 の
意思を持って行動し ようと してい るとの 分
析 もあ る ︒

14

２０１２年１月 日には 台湾の 総統選 挙
が行なわれる︒最近 の新聞 報道で は︑再 選
をねらう与党・中国 国民党 主席の 馬英九 総
統︑政権奪回を目指 す最大 野党・ 民主進 歩

台湾 情 勢

16

⑤

④

③

②

①

明

すぐに統一

先ず現状を維持しそれから統一

永遠に現状維持

現状を 維持しそれか ら状況を見
て判断

まず現状を維持しそれから独立

すぐに独立

3.8

12.4

9.9

17.1

％

である ︒この調査結果の 特徴は ︑②か ら⑥

％

％

％

％

％

41.1
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党の蔡 英文主席︑国民党 と協力 関係に あっ
た野党 ・親民党の宋楚瑜 主席が 三つ巴 の戦
いを展 開し︑初戦は︑馬 英九が 優勢を 維持
してき たが︑最近は馬英 九の支 持率が 急落
し︑蔡 英文支持と拮抗し た状況 であり ︑い
ずれが 選挙戦を制するの か現時 点︵２ ０１
１年 月末︶では予測の つかな い状況 であ
る︒
とこ ろで︑台湾の民意 はどの ような 状況
であろ うか︒東京外国語 大学小 笠原欣 幸氏
の﹁胡 錦濤政権の対台湾 政策﹂ に記載 され
ている ２０１１年４月の ﹁台湾 民衆の 統一
独 立 に 関 す る民 意 調 査 ﹂ に よれ ば ︑

⑥

不

3.7

％

⑦

12.0

11

までの何ら かの形で現状維持 を容認 する民

あるものの︑グロー バル化が浸透 した情 勢

新型Ｆ︲ 戦闘機を供与すると発表した︒

月上旬に米国防総省は︑省内に

今回の総統 選挙にも当てはま る︒中 国との

とになりかねない︒ おそらく中国 の指導 者

の孤立化を招き︑中 国の国益全体 を失う こ

かその 内容が見えてこなかっ た﹁統 合エア

中国の ﹁接近阻止﹂作戦に対 して︑ なかな

﹁エアシーバトル室﹂を設置したと発表し︑

同年

経済実利の 優先を主張する馬 英九が ︑今回

もそこは理解してい ると思われる ︒中国 が

シーバ トル﹂構想の具体化に 踏み出 した︒

のなかで一気に武力 解放を目指せ ば︑中 国

の選挙運動 の前半ではリード を保っ ていた

台湾を武力で開放し たい誘惑に駆 られる の

月中 旬には米国議会諮問機関 の米中経済

人にとって 中台の敵対関係の 正式な 終止符

を発表した ため︑台湾の８割 を占め る本省

暴走が一致した時が ︑最も高い確 率で武 力

独立の気運の高まり ︑加えて人民 解放軍 の

をする時である︒沖 縄の米軍撤退 と台湾 の

国のコミットメント が薄れたと誤 った判 断

﹁地域 支配﹂作戦の準備を開 始︒そ のため

ナ海に及ぶ地域を敏速に支配するという

阻止﹂ 作戦を拡大し︑第１列 島線か ら南シ

発表し た︒その中で︑中国は 従来の ﹁接近

安保委 員会は︑２０１１年度 の年次 報告を

の交渉や締 結の可能性に言及 した長 期政策

を打つ政治 対話は︑﹁統一の 第１歩 ﹂と見

解放が生起すると見積もられる︒

２０１０年８月︑ イラク駐留米 軍の戦 闘

チ﹂により 対処︒と分析して いる︒ 習近平

く柔軟性と 執行力のある﹁機 動的ア プロー

最適な手段 で台湾の弱いとこ ろを突 いてい

もに︑南シナ海など での﹁航行の 自由﹂ が

一方︑北東アジアで は米軍を維持 すると と

イラク︑アフガニス タンから撤退 を進め る

ジア各国を歴訪し︑ 報道によると ︑米国 は

列島線内の制圧

月

日から

日の間︑豪

ばに第 １陣１個中隊２５０人 を︑将 来的に

合意し たと発表︒海兵隊は︑ ２０１ ２年半

ダーウ ィンに米海兵隊を駐留 させる ことで

な発表 を行っている︒一つは ︑豪州 北部の

州を訪 問中のオバマ米大統領 は二つ の重要

ま た ︑ 同 年の

力を注いでいると分析している︒

撃機の 開発︑電子線能力の強 化など に既に

程に収 める中距離巡航ミサイ ル︑長 距離爆

中国軍 は︑アジアに展開する 米軍基 地を射

に全力を傾注することなどを主要目標とし︑

③第

②先制攻撃

①敵の技術中枢の破壊

に︑

做され︑支持率が低下した︒一方︑中国は︑

は︑在沖米軍が撤退 し力の空洞が 生じ︑ 米

が︑２０１１年 月に中国との﹁平和協定﹂

意が７割近くに達することである︒これは︑

16

11

時の指導者 により台湾統一と 言う根 幹の部
分は変わら ないものの︑軸足 が少し ずつ変
化している ︒先の小笠原氏に よれば ︑鄧小

唱︒江沢民 は︑台湾側の動き や要求 に反応

部隊が撤退を完了︒ ２０１１年７ 月︑ア フ

米国の関与

するよりも 統一促進の﹁原則 重視﹂ で台湾

ガニスタン駐留米軍 が撤退を開始 し︑２ ０

が国家主席 になり︑どこに軸 足を置 き︑ど

中国軍に脅かされて いる現状に対 抗する た

1

平は﹁台湾 解放﹂から﹁平和 統一﹂ 最後は

に圧力を加 えたため︑政策が 空回り し︑台

１４年には撤退を完了する︒

﹁一国二制 度﹂による台湾問 題の解 決を提

湾及び周辺 諸国の対中警戒感 を惹起 ︒胡錦

月パネ ッタ米国防長官が ア

のようなア プローチにより台 湾問題 を解決

め︑太平洋全体では 米軍を強化す る方針 を

17

２０１１年

しようとす るのか不明だが︑ 台湾が 中国に

歴訪諸国に伝えた︒ また︑インド ネシア に

15

濤は︑台湾 の政治情勢を注視 し︑そ のつど

とって﹁核 心的利益﹂である ことは 不変で

11

10
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11

10

オバマ大統領は︑アジア太平洋地域での

目は︑キャンベラでの連邦議会演説である︒

は最大２︐ ５００人までに拡 大する ︒二つ

の席で太平洋軍の高 官は︑﹁ソ連 を封じ 込

の高官と意見交換す る機会があっ たが︑ そ

ソ連が崩壊した間も ない時期に米 太平洋 軍

らえることができる ︒筆者が現役 在職中 の

ること はできないが︑誰が大 統領に なって

和党が 政権を奪取するか今の 時点で 予想す

バマ大 統領が再選を果たすか ︑それ とも共

２０ １２年の米国大統領選 挙にお いてオ

元に戻 ることはないと予想さ れる︒ あると

﹁米国のプ レゼンスと任務の 拡大﹂ を最優

すれば ︑中国の状況が好転し ︑イラ ンの核

も︑米 国がアジア太平洋重視 に切っ た舵が

︵経済的︑時間的︶ を要した︒中 国に対 し

開発に 伴う拡散が本格化し︑ イスラ エルと

め︑それが成功するまでには大変な資源
ては︑とてもそんな ことはできな いし︑ 効

先するよう 国家安全保障チー ムに指 示した
と述べた︒ 産経新聞によると ︑オバ マ大統

果的でもない︒中国 を我々側に取 り込ん だ
﹀を解説してくれた︒大統
& Enlargement
領がクリントン︑ブッシュ︑オバマと変わっ

法が固 定されてしまい︑世界 の海が 中国の

のまま にしておけば︑中国流 の正義 で国際

方が効率的である﹂と米国の︿

ても中国に対するこの方針は

海とな る可能性がある︒した がって ︑中国

に対して右手で握手︵経済︶︑左手で拳

Engagement イランによる核戦争の危機が予想される状
況であ ろう︒しかし︑中国の 海洋進 出をこ

領の演説骨子は次の通りである︒
①アジア太 平洋での米国のプ レゼン スと任
務の拡大を最優先事項とする︒
②米国はより大きく長期的な役割を担う︒
③中国との 協力関係構築に努 める一 方︑国
際規範と人権尊重の重要性を訴え続ける︒

︿ Responsible stakeholder
﹀ に言葉 が変
わっただけで連綿と 継承されてき た︒米 国

︵安全 保障︶を握って付き合 わなけ ればな

米海兵隊の豪州北部への駐留に対して

域の経 済的利権が将来中国に より侵 される

可能性 があると危惧している ︒豪州 の北に

あるチ モール海には豊富な天 然ガス と石油

<水交 24−1･2>
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④米国予算 の削減でアジア太 平洋が 犠牲に
なることはない︒

﹀と し て の互 恵 関 係の 方 針 を
stakeholder
堅持するが︑安全保 障面では︑中 国の南 シ

﹁アジ ア太平洋地域の米軍再 編計画 が抜本

らない状況がしばらく継続すると思われる︒
ナ海での行動や︑サ イバー攻撃の 実態等 か

Responsible

催された東 アジアサミットに オバマ 大統領

あるが ︑現状︑その可能性は 無いに 等しい

は︑経済的関係では中国に︿

は米国大統 領として初めて参 加し︑ アジア

ら中国は︿ Responsible stakeholder
﹀足
り得ないと判断し︑ 力で封じ込め る方針 に

と判断 される︒その理由は︑ 今回の 米豪の

⑤日米同盟は地域安全保障の礎石︒

太平洋を最 優先する新たな外 交・安 保政策

方向転換しつつある のではないか と思わ れ

合意は ︑南シナ海及びその近 海にお ける海

日にはインドネ シア・バリ島で開

を説明︒海 洋の安全保障を取 り上げ ︑南シ

る︒その証拠に︑パ ネッタ国防長 官はア ジ

洋安全 保障に関して両国の国 益が一 致した

月

ナ海問題で 多国間枠組みによ る平和 的解決

ア歴訪時に︑﹁空母 と艦隊があっ てこそ ︑

的に見 直される可能性もある ﹂との 観測も

を強調した︒

と知るべきだ﹂と語 った︒︵２０１１年
30

中国を 脅威としてとらえ︑豪 州は︑ 周辺地

自由航行を守る意思を中国に明確に示せる︒ 結果である︒２００９年の豪州国防白書は
ア太平洋を 最優先する意思表 示であ り︑中

月 日朝日新聞︶

中国は米軍が前方展 開するのはそ のため だ

国の海洋進 出を意識したもの である ︒同時

これら一 連の米国の動きは ︑米国 がアジ

19

に︑中国に 対する戦略の変化 の萌芽 ともと

10

11

地移設問題 とは全く異なる話 であり ︑オバ

縄が駄目な ら豪州にどうぞと いう普 天間基

国の国益に 叶うと判断したた めであ る︑沖

航行の安全 と海洋資源を確保 するこ とが両

して中国に 対して南シナ海及 びその 近海の

入れたこと は︑豪州にとって も米国 と共同

を行ってい る︒豪州が米国の 海兵隊 を受け

互に排他的 経済水域を設定せ ず︑共 同開発

が埋蔵され ており︑東チモー ルとの 間で相

る︒

諸国と対立する場面 が多くなると 予想さ れ

子に国際の発言権を 強めようとし ︑旧西 側

領が禅譲され︑資源 による国力の 回復を 梃

シアもメドベージェ フからプーチ ンに大 統

うとあからさまな活 動を継続して いる︒ ロ

中国周辺海域におけ る海洋秩序を 構築し よ

に対抗して︑自国に 都合の良い秩 序︑特 に

は国力の伸長に従い ︑既成の価値 観︑秩 序

で後発国の経済成長 ︑台頭が著し い︒中 国

或いは集団で共同し て情勢を作為 するほ か

とが自国だけででき なければ︑友 を選び ︑

が国にとって都合の 良い情勢を作 為する こ

により情勢を作為す ることはでき ない︒ 我

うな我が国の国力の 状況では︑我 が国一 国

化の傾向から抜け出 せないでいる ︒この よ

降の円高︑少子高齢 化等による国 力の疲 弊

発事故からの復興及 びリーマンシ ョック 以

一方︑我が国は︑ 東北大震災及 び福島 原

マ大統領もキャンベラの議会演説において︑
﹁日米同盟 は地域安全保障の 礎石﹂ と明言
している︒ ただ注意しなけれ ばなら ないの
は︑北東ア ジア情勢が好転し ないの に︑米
国民或いは 議会が沖縄におけ る基地 使用に
神経を使う ことに嫌気がさし ︑米国 がグア
ムや豪州ま で下がってしまう ことで ある︒
そうなれば ︑中国及び北朝鮮 に誤っ たメッ
セージを与 え︑台湾及び韓国 の安全 が脅か
される事態となる︒

はない︒第２の冷戦 がはじまろう とする ２
０１２年以降︑誰を 友とし共同し て世界 秩
序を構築していくか は︑自明であ る︒野 田
政権が安全保障の面 で２０１２年 全力を か

期︶

︱ 完 ︱

けるべき課題は︑普 天間基地移設 の着実 な
月 日記
幹候
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まとめ
年が経過し た︒２

２０１１年

実行である︒

︵おかとしひこ

29

東西の冷 戦が終焉し

０１２年の 我が国周辺諸国を 取り巻 く情勢
は︑冷戦期 に似た情勢に近づ きつつ ある︒
年

21

冷戦の終焉 により︑イデオロ ギーを めぐる
対立に終止 符が打たれたが︑その後 の

20

11

20

