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1967年に開始された「下田会議」を記憶している「新・下田会議」の参加者はほと

んどいないだろうが、私はよく覚えている。1969年の「下田会議」に初めて参加し、 

故神谷不二氏と共同編者として会議に出されたペーパと会議での議論の記録を

『Japanese-American Relations in the Seventies』（1970年代の日米関係）として

まとめた。 

その後の国際情勢は、当時の会議出席者には想像もつかないような変化を遂げた。

冷戦の終結とソビエト連邦崩壊、大国としての中国の台頭、北朝鮮の核兵器製造など

日米関係に大きく影響した。もっと最近のリーマン・ショックは、米国の金融制度・

経済への衝撃だけでなく、米国の国内経済を管理する能力とグローバルリーダーとし

ての能力に対する世界の確信を揺るがす出来事であった。 

しかし全てが変わったわけではない。神谷氏と私が 40年前にまとめた本の日本語タ

イトルは『沖縄以後の日米関係』であったが、これは現在の日米関係を語る本にもほ

ぼそのまま使えるタイトルである。もちろん当時のタイトルで沖縄というのは日本へ

の沖縄返還をさしていた。（会議の 3年後の 1972年に沖縄は返還された。）当時の

会議出席者の間では日米を問わず、沖縄が日本に返還されれば、沖縄や日本各地に駐

留する米軍施設は大幅に減ると推測されていた。そして日米関係は引き続き重要とな

るものの、日本はもっと米国から独立した立場をとるであろうというのが広く共通し

た見方であった。 

今日、同じようなタイトルで本を出版してもおかしくない理由は、沖縄問題が日米

関係における論議を現在も支配しているからである。旧「下田会議」から 40年たった

今も、在日米軍施設の 75パーセントが沖縄に集中し、沖縄の海兵隊基地問題が日米の

政治的アジェンダで優先的に取り上げられて、他の課題を閉め出すような状況である。

今タイトルをつけなおすとすれば、『普天間以後の日米関係』とでもなろうか。 

この「新・下田会議」で沖縄問題が他のアジェンダにのっているテーマを閉め出す

ような状況を作ることに加担したくないが、やはりここは普天間問題から始めなけれ

ばならない。それはこの問題がもっと広範な戦略的課題に焦点を当てることへの障害

となっているからであり、また日米安全保障同盟をどのように管理していくのか、両

国が新しいアイデアを創出することを要請しているからである。 
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普天間の難題と日米安全保障関係の将来 

1951年に結ばれた日米安全保障条約が 1960年に改定され、改定条約が締結されて

から 2010年で 50周年を迎えた。この 50年間に日米両国は強力な軍事同盟となった

だけではなく、経済、政治、文化など全ての面において、また草の根から政府指導者

まであらゆるレベルにおいて驚くほど深く広範な関係を築き上げた。 

しかし昨年より安全保障に関する日米対話や日本国内の安全保障政策論議は、宜野

湾市にある米海兵隊普天間基地の問題で占められている。普天間基地移設問題は 15年

前、普天間基地の閉鎖と、住宅密集地でない沖縄北東沿岸部での新施設の建設につい

て日米合意がなされた当時から何も変わっていない。この問題が長引けば長引くほど、

日米の信頼関係は崩れ、他の重要課題、そして安全保障同盟をどのように進化させる

かといった対話から関心がそらされてしまう。 

前述したように普天間基地を閉鎖し、沖縄北東に位置する辺野古に新しい基地を建

設するというのが東京とワシントンの間で合意された内容である。しかしそれが近い

うちに実現する可能性はきわめて少ない。沖縄住民の反対がこのように激しい中、辺

野古で基地の建設を強要するのは東京、ワシントンどちらの政府にとっても、政治的

コストが大きすぎる。辺野古への移設には、 数年に及ぶ東京と沖縄地元政府の間での

忍耐強い交渉と沖縄県民に対する理に適った広報活動の展開が必要である。それでも

沖縄の人々が辺野古移設計画を受け入れる可能性は極めて低い。しかも住民がこれだ

け反対している中、日米合意に基づいて基地移設をむりやりに決行するのは無謀であ

る。そういうことをすると、沖縄の反基地感情を悪化させ、沖縄における米国の軍事

的プレゼンスそのものを危険にさらすことになる。 

ここで普天間問題迷走の歴史を詳しくたどる余裕はない。しかしこれまでの経緯を

概観しただけでも、1996年に既に合意されていた普天間基地閉鎖について、膠着状態

に至ったのには日米双方に責任がある。2009年 9月に政権をとった鳩山総理大臣と民

主党政府の一貫性を欠き不安定な対応は、難しい基地問題を、日米間、また日本国内

での政治的大論争に発展させてしまった。普天間基地の県外、出来れば国外移設を主

張し、沖縄の過剰な基地負担についてその不平等さを強調したことにより、鳩山首相

はパンドラの箱を開けてしまった。その後、鳩山首相はそれまでの主張を 180度転換

して辺野古移設という自民党の政策を支持し、米国との合意にも署名したが、一度開

いたパンドラの箱が閉じる事はなかった。 
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沖縄の世論は徐々に米軍基地の存在を歓迎しなくなった。米軍軍用機や他の米軍関

連資材による事故や、後に普天間基地閉鎖が決定される交渉に繋がった 1995年に起

きた米軍兵士 3人による 12歳の少女暴行という凶悪事件のような事件がおきれば、

日米関係に計り知れないダメージを及ぼしかねないのである。 

沖縄にも日本の他の地域と同じように、米国との安全保障同盟に対しては幅広い支

持がある。特に北朝鮮の脅威や中国の軍事力拡大・政治的野望に対する懸念などから、

この支持は拡大している。しかしそのような対外的懸念は辺野古移設計画への支持に

は結びつかない。東アジアの安全保障環境は日米が安全保障関係を強化するための契

機とはなるが、普天間基地移設計画を政治的に可能にするわけではないのである。 

普天間問題の不手際に関する鳩山氏の責任は大きいが、鳩山氏だけに責任があるわ

けでない。辺野古移設計画は初めから欠陥があった。鳩山氏が総理大臣として政権に

つく前、政府は自民党の手にあり、自民党は移設計画を 10年以上進めようとしたが、

それができなかったのである。 

オバマ政権もこの問題への最初の対処が適切でなかった。ロバート・ゲーツ国防長

官は、民主党が政権についてから 1ヶ月も経たない 2009年 10月、東京に慌てて駆け

つけ、鳩山政府に対して自民党時代の移設合意を尊重し、問題はさっさと片付け次に

進むよう説教した。米国との対等な関係を鳩山が謳っていたことを考えれば、特にあ

の時期に新首相に圧力をかければ事態を悪化させることは、米国の政策立案者たちは

わかるはずだったが、結局それがわからなかったようである。 

オバマ政権のなかには、おそらく自民党の政治家達と彼らと親しいワシントンでの

日本通と称する人たちの影響もあって、鳩山氏を何となく反米的で、アメリカを排除

した東アジア共同体の実現を望む人物とみて、鳩山政権を過剰に警戒した。オバマ政

権は東京の新政権との対立を避けるべきであった。それまで政府運営の経験がなく、

政権を取るまで普天間関連の政府秘密資料やブリーフィングにアクセスできなかった

日本の新しい政治指導者達に、辺野古のオプションがどうして好ましいのか忍耐強く

説得するべきであった。しかし時間を稼ぐのではなく早くから圧力をかけたことが、

難しい問題をより深刻なものにしてしまった。 

普天間移設問題は依然、膠着状態が続いているが、鳩山政権から菅政権に変わって、

この数ヶ月間で日米政府間の関係はかなり改善した。菅政権は辺野古への移設は最短

でも実施までに数年はかかると結論づけ、しばらくの間は普天間をそのまま維持しな

がら大きな事故が起こるリスクを軽減するための対策をとり、沖縄の地元有力者の間



4 

で移設への支持を徐々に築いていくのが唯一の方法だと決めたようである。最善の解

決策からはほど遠いかもしれないが、これが唯一の現実的な方法なのかもしれない。 

オバマ政権は辺野古移設計画実施へのコミットメントを変えていないが、鳩山政権

の時とくらべ菅政権に対する態度はかなり穏やかである。ゲーツ長官が最近訪日した

際は、日本に要求を突きつけているとメディアが解釈しかねないような発言をしない

よう気をつけ、公的な発言では両政府が問題を解決する自信を示すだけに留まった。

オバマ政権は過去の失敗から学んだようで、私は現在の対日政策は適切なものになっ

たと思う。普天間についての日米の最近のスタンスは、前原誠司外務大臣がワシント

ン内で良く知られ、信頼されていることとも少なからず関係がある。同様に菅首相が

リアリスト（現実主義者）であり、日米同盟にコミットしていることも重要である。

しかし残念ながら普天間問題が太平洋両岸の指導者達にとって大変な時間とエネルギ

ーを要する問題であり続ける事は現実である。 

普天間問題はそれぞれの関係者の強い要求がある。海兵隊基地を沖縄におく重要性

を主張する米国、右派、左派を問わず沖縄の政治家による、米軍施設を沖縄だけに負

わせず日本国内でもっと公平に負担するべきだという主張、そして普天間基地移設問

題に関して日本人の多くが持つ「うちの裏庭では困る」といったメンタリティー。つ

まりこの問題が意味するところは、日米安全保障関係において新しい考え方が必要で

あるということである。はっきりと直視しなければならないのは、沖縄には米軍施設

が多すぎるという否定できない事実である。辺野古に新しい、更に大きな基地を建設

するのではなく、米国は追い出されるような事態になる前に迅速に沖縄の軍事プレゼ

ンスを削減すべきだ。 

最近、鳩山氏を初めいろいろな日本の政治家が「より対等な日米関係」を構築すべ

きだと言っている。米国の多くの政治家たちも安全保障の専門家たちもこれには大い

に賛成だろう。しかしそれを聞くアメリカ人は、より対等になるというのは日本がよ

り負担することだと思うのに対して、「対等な関係」を主張する 日本人のいい分は、

米国は日本の防衛に対するコミットメントを維持し続けるが、そのコミットメントの

為に必要な日本国内の米軍施設を軽減すると同時に、日本がもっと声高に米国の政策

に対してノーと言い、日本自身の国防や地域の安全に貢献するための負担を増やさな

い、というものである。これは対等な関係を構築するのではなく、日米安全保障関係

を壊すことになる。 

日米関係をより対等なものにするためには、双方に厳しい決断が必要になる。 「日

本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」（日米安保条約）は大胆
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なバーゲン（取引）（grand bargain)の上に成り立っている。日本にとってその約束

とは日本を超えた地域で米国の影響力行使を可能にする米軍駐留のための土地を提供

することと、その基地の維持に必要なコストの大部分を負担することである。一方、

米国は日本の安全保障を約束するが、それに対する互恵的なコミットメントは日本へ

要求しない。この大胆な取引による相互関係というのは非対称的な条件に基づいてい

るのである。 

この大胆なバーゲンは、現在かなりのきしみが生じており、その修正が必要となっ

ている。実際のところ、これまでにもこの半世紀の間にそのような修正が何回か行わ

れてきた。特に、クリントン大統領と橋本総理大臣が 1996年に発表した日米安保共

同宣言は在日米軍と自衛隊の協力強化に繋がった。それに続き新しい防衛協力のため

の指針が採択され、有事の際、日本周辺における米軍軍事行動において自衛隊が後方

支援を行うという重要な役割を日本が負うことが決められ、その後も特に平和維持活

動への参加など、日本は自衛隊の役割とミッションを拡大してきた。 

普天間を超えた対話へ 

菅総理大臣のこの春に予定している訪米が実現する可能性は少ないかもしれないが、

もしワシントンを訪れることになれば、日米両政府はそこで新しい安全保障宣言を発

表するだろうと思う。それほど思い切った大胆な事が合意されると思わないが、大し

た中身でなくても、そのような宣言は両国民に対し、いやそれよりも重要なのは他国

に対し、日米同盟は強固で日米両国の国益に適うものだと再確認したというシグナル

を送る効果がある。しかしそれよりも更に踏み込んで、日米安全保障関係の将来を見

据えた新しいビジョンを練り上げる事が必要である。そのビジョンには伝統的、非伝

統的な安全保障の脅威に対処するための非軍事的アプローチと軍事的アプローチの両

方を含まなければならない。 

日本が米国ともっと対等な関係になるということは、更なる責任を負うことを意味

する。それは軍事的責任だけを意味する訳ではない。世界各地における環境破壊、感

染症、最貧困層の課題などに起因する安全保障の脅威に対処するため日本に出来る事

は多い。しかし日本の軍事基本原則（ドクトリン）を再考することも、対等な関係を

築くためには不可欠な要素である。 

日本はこの 10年間で防衛能力を向上させ、集団的自衛権の縁をなぞるような行動を

行っている。従来より日本政府は、集団的自衛権の行使は憲法第 9条で禁止されてい
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るという解釈を続けており、これは、日本は自国防衛に直接関係のない軍事行動は行

えない、ということである。しかしこの禁止で実際に何が許されず、何が許容される

のかその違いは徐々に曖昧になっている。 

確かに実際の行動では修正しながらもこの禁止を原則維持することは国内政治にお

いて利点がある。日本の軍事的役割拡大に強く反対し続ける多くの日本人にとって、

このアプローチは安心感を与える。しかしコストもある。米国との関係は対等である

べきだが、日米安全保障関係は日本の防衛に対する米国の一方的なコミットメントで

あって、互恵的なものではない、というのは説得力がない。 

集団的自衛権の行使を禁止する 9条の解釈を変えるか否かというのは日本では大き

な物議を引き起こす問題であり、その論争は憲法改正の問題として取り上げられ、案

外防衛政策の議論につながらない。しかしこの問題が決着を見ずとも、日本人が、北

朝鮮、中国、テロリズム、近隣諸国との領土問題などについて懸念をもっていること

には変わりなく、また現在の安全保障の環境が冷戦時代と全く違うこともはっきり分

かっている。９条の解釈を正式に変えることについて世論の反対は続くが、集団的自

衛権への制限について解釈を拡大していくことに対する反対は少なくなってきている

ようだ。 

近年、日本の外交・防衛政策を取り巻く政治には根本的、歴史的な重要な変化があ

った。戦後、防衛政策は与党と野党を隔てる政治的な溝であった。しかし今の状況は

だいぶ違う。民主党政府への批判は多いが、防衛政策に関して言えば、民主党と自民

党、公明党など野党の間のイデオロギー的な対立が無くなっている。防衛問題の従来

のような政治的な意味が変わって来た。防衛問題に関して与党と野党の間の一種のコ

ンセンサスが作られつつあるのが、政権交代の大きな成果である。2010年の年末に民

主党政府によって決定された新防衛大綱は、自民党が政権を握っていたとしても容易

に採択できる内容であった。自民党と民主党の間には安全保障についての考え方に勿

論違いがあり、また各党内にも違いは存在する。しかしそれは多くの場合、中道右派

から中道左派までの違いという性質のもので、戦後何十年にもわたり自民党と野党の

対立を形付けたイデオロギー的な相違とは違う。つまり現在の政治環境では安全保障

政策の詳細を議論することが以前より可能になったのである。しかし政治指導者達が

必要と考える政策変更が何か明確に示すことができず、その考えを国民に伝え、説得

力をもって訴える力と勇気がなければ、この論議を前に進めることはできない。 
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かつて、日米同盟と米軍の日本駐留が日本の再軍国化と周辺諸国が脅威と見なすよ

うな日本の軍事拡大を抑える“瓶のコルク栓”の役割を兼ねていたことは周知の事実

であった。しかしそのような懸念は、少なくとも米国では、もう一般的ではない。 

日本の安全保障政策に関し、他国の態度も変化を遂げている。日韓、日豪安全保障

関係も進展している。アセアン諸国では、日本が軍事大国となる可能性についての不

安よりも、日本が地域において政治的役割を果たしていないことに対する不満を耳に

することの方が多い。 

中国は日本の軍事的勢力が増大することを望んではいない。しかし新しい防衛大綱

には中国の軍拡に関する懸念が述べられてはいるものの、中国の安全保障専門家は公

には認めないが、この防衛大綱を見てある意味安心しているのではないかと想像する。

防衛大綱に中国の海軍拡大に焦点を当てた戦略が描かれていたのは中国人専門家にと

って驚くことではないだろう。一方、これから十年間防衛費の拡大は予定されておら

ず、自衛隊の役割やミッションについて基本的な変更はなかった。中国に対して地域

的な軍事バランスを保っているのは日米同盟であり、この同盟が健全である限り中国

を牽制する役割を果たせる。 

米国には、日本との安全保障関係について新しい考え方が必要だ。米国人は日本の

ことを東アジアにおける米国政策の“礎石”（cornerstone）と呼ぶことを好むが、礎

というのは強固で動かないものをさす。同盟の土台として留まり、その上に何かを築

くものだ。しかし礎としての日本は動いている。日本の政治指導者達の世代交代や社

会・経済における広範な変化は日本人の安全保障、そして米国についての考え方に影

響を及ぼしている。米国との同盟を支持しているからといって、日本人が今までと同

じ方法での継続を支持していると理解すべきでない。米国もこれらの変化に先んじな

ければならない。米国は最終的に日本国内の米軍専用基地はなくし、日本の自衛隊基

地内に米軍を置くことを支持すべきである。そのような基地共有は、日本における米

国の軍事プレゼンスを政治的に可能にするための最善の方法である。 

尖閣諸島沖の漁船事件の重要性 

最近起きた尖閣諸島沖の中国漁船と日本の海上保安船との衝突事件は米国と日本双

方にとって重要な三つの問題に焦点をあてることとなった。一つは日本政府における

外交政策決定と危機管理の問題、二つ目は日本と中国の関係を特徴づける緊張関係、

そして三つ目は日米中三カ国関係に日中、米中の二カ国関係が与える影響である。 
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尖閣諸島沖の漁船問題について日本国内の世論のほとんどが、この問題を扱った日

本政府の姿勢に批判的であった。中国漁船の船長が突然拘留を解かれた理由について

の日本政府の説明は釈然としなかった。船長釈放という決断が、那覇地方検察庁独自

の判断によるものだとする政府の説明に納得した人は少ない。 

この事件に対する政府の反応は、政府の外交政策決定と危機管理システムに深刻な

弱点があることを映し出している。政治主導という新しいアプローチを約束して、民

主党は政権の座についた。しかし鳩山前首相の下でも菅首相でも、民主党政権は未だ

に官僚の専門知識を動員し、政治指導者にどういう政策オプションがあるかを示して、

本当の意味での政治主導が出来るシステマティックなプロセスを作っていない。 

民主党が政権を取るまで、外交も内政も官僚が重要政策決定を行い、政治家はただ

それを実行するだけとよく思われていたが、事実は違った。長い自民党支配下の時代

には、自民党と官僚との密接な関係によって成り立っていた有効な意思決定システム

が機能していたのである。そのシステムには問題も多かったから、民主党がより政治

主導を強調するのは良いが、従来のシステムに変わる新しいものを未だ作れていない。 

新しい政府与党の指導部にいる人たちの政府を運営する経験が不足していることに

起因していることは間違いない。しかし政権の座について一年以上経っても状況に改

善の兆しは見られない。状況をさらに悪化させているのは、自民党や他の野党政党も、

国益のためにはどのような政策を採るべきかという中身のある議論は実質全くと言っ

ていいほどほとんど行わずに、ただ闇雲に民主党に襲いかかって得点稼ぎをしようと

していることだ。 

日本の世論と違って、米国やアジア、そしてその他の国々で尖閣諸島沖での漁船事

件がどのようにとらえられたかを見ると、大敗したのは日本ではなく中国であること

は重要であり、強調したい。船長釈放後も中国が日本政府に対して謝罪と補償を要求

し続けたことで、各国の首都において中国は大きな物議を醸し出した。日本に対して

このように高圧的なアプローチを採る中国が、いずれ韓国に対しても同じようなこと

をするのではないかと、韓国人の多くが結論づけたのは驚くことではない。また米国

内では、中国の通貨切り上げや南シナ海での中国の活動などの問題に対して強固な態

度で臨み、地域で覇権を取ろうとしている中国にブレーキをかけるべきだと訴える一

部の動きを後押しすることとなった。	 

オバマ政権誕生時は米国と中国の関係の将来が楽観視されていた一方で、東京では

米国が中国との関係を密にする中で日本を通り越してしまうのではないかという不安



9 

があった。オバマ政権に近い者の中には世界の課題や地域の課題において主要な役割

を担う米国と中国、「G2」の見通しを熱く語る者もいた。 

こうした楽観論は、中国経済が世界第二位の規模となった今、中国の指導部が低姿

勢を保つことを強調した鄧小平路線からの転換をはかり、高姿勢で外交政策を採用す

るのではないかという懸念に取って代わられている。また米国の対中政策についての

日本の不安も、尖閣諸島沖問題における中国の対応に対する米国の反応を受けて緩和

している。 

尖閣問題に関しての緊張関係がピークにある頃、日本の前原誠司外務大臣がニュー

ヨークでヒラリー・クリントン国務長官と会談している。タイミングとしては日米関

係にとって幸運であった。尖閣諸島は、日本の施政下にある領土であり、よって日米

安保条約の第 5 条が適用されるという米国の立場をクリントン長官は再確認している。

つまりこの発言では、日本と中国が尖閣諸島の領有権をめぐって紛争に陥った場合、

米国は日本を支援する義務があると示唆されているのである。 

ワシントンと北京との関係が後退している時期に湧き起こった尖閣諸島沖の問題は、

北京に対して日米同盟の強さを明確に強調したメッセージを送る機会をオバマ政権に

提供することとなった。こうしたメッセージはクリントン国務長官と前原外務大臣の

会談の数日前に、バイデン副大統領によっても伝えられた。バイデン副大統領は新し

く設立された日系アメリカ人の組織である日米評議会（US-Japan Council）での講演

で、中国に対する政策は「必ず東京を通らなければならない」と宣言したのである。

実際のところオバマ政権はこのような対中外交を指揮してはこなかったのであるが、

誇張は抜きにして、この副大統領の発言の明確な目的は、講演の聴衆と日本に対して

オバマ政権が日本との関係を重要視していることを再保証すると同時に、中国に対し

て、米国と米国の同盟国である日本との関係にヒビを入れようなどとしないよう忠告

することであった。 

中国との関係において、中国人の好意や良心的な意図に頼ることは、中国が大きな

脅威となると決め込むことと同じぐらい危険である。米国と日本は中国バッシングへ

と走る誘惑に負けないようにすると同時に、経済的な相互依存の進化が必ず紛争放棄

となると単純に信じ込んでもいけない。100年前、ノーマン・エンジェルは著書『大

いなる幻影』の中で欧州諸国の経済統合があまりにも進んだことから、これら諸国間

の戦争は不合理だから起きないだろうと述べた。第一次世界大戦が勃発したのはその

わずか数年後のことである。 
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尖閣諸島（中国は釣魚島であると主張している）の主権を巡る日本と中国との争い

は、日本が近隣諸国との間で抱える三つの領有権問題の一つである。日本は竹島（韓

国は独島と呼び、かつて英語ではリアンクール岩礁と呼ばれていた）を巡って韓国と

の争議に巻き込まれている他、ロシアとは北海道より北にあり、クリル諸島の最南端

にあるいくつかの島を巡って争っている。韓国は独島に対して管理権を行使し、ロシ

アは日本人が「北方領土」と呼ぶ島々をロシア固有の領土として扱っている。そのメ

ッセージを明確に本国に伝えるかの如く、ロシアのメドベージェフ大統領は 2010年

11月に争われている島の一島である国後島を訪れている。 

こうした領有権問題は日本と近隣諸国との関係において地雷のようなものである。

踏み出す一歩を間違えば、予想もしないような危険な爆発が起きる可能性を秘めてい

る。尖閣諸島問題において、日本は中国の好戦的なレトリックに冷静に対応し、中国

との緊張がこれ以上高まるのを防ぐために中国漁船の船長の拘留を停止した。しかし

同様のことが韓国とロシアとの領有権問題の扱いについて言えるわけではない。日本

政府の北方四島に関する発言は、中国の尖閣諸島に対するレトリックとよく似ている。

前原外務大臣はロシアの「不法占拠」について何回も言及し、菅首相も国後島へのメ

ドベージェフ大統領の訪問を「許しがたい暴挙」と形容した。 

これらの領有権争いのどれもが解決に時間がかかる。中国、ロシア、日本のそれぞ

れの指導者がナショナリズムという火をかきたてるのは、国内には評価されるかもし

れないが、外交政策を複雑化させて収拾がつかない対立を作ってしまう危険をはらむ。 

これら領有権問題のどれひとつをとってみても、オバマ政権は中立を保っている。

日本の支配下にある尖閣諸島問題において、日本と中国との紛争になった場合、オバ

マ政権は日本との安全保障条約でのコミットメントを遵守すると再保証したが、島の

主権という問題については、これまでの政権同様、中国と日本の二国間の問題である

というスタンスをとっている。この問題に自らを投入することは米国の国益とならな

い。米国に相応しい役割は、両者に対して慎重に行動し、無人の島々を巡る争議を大

きな紛争に発展させてしまうことがないようにと、静かに促すことである。 

関与と抑止の二つの組み合わせが主である日本と米国の基本的な対中戦略はこの 40

年間変わっていないが、中国自身は変革を遂げている。まさに大躍進を遂げ、東アジ

ア経済のみならず世界経済における大国となった。1990年の中国の GDPは 3900億

ドルであったが、2010年には 5兆ドルにまで増加し、米国、日本、韓国、アセアン、

欧州連合（EU）の主要貿易相手国となっている。米国は中国の最大輸出市場であり、

第二位が日本である。 
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あらゆる面において大国となる決意を中国は露にしている。中国の目標は日本のそ

れとは大きく異なる。日本は政治大国、軍事大国となる選択肢に背を向けることで経

済大国となった。中国にはこのような抑制がない。中国の戦略家は、対応型で、存在

している世界態勢の中に自国の利益を追求しようとする日本人とは対照的である。中

国人はむしろアメリカ人に似ており、自国の目的を達成するためにどのように世界態

勢を変えられるかを戦略的に考える。大国としての中国は権力について大きな野望を

持つ。これを阻止する抑止戦略はない。 

米国と日本はこの新しい現実に対応するために政策を進化させている。ソウル、東

京、ワシントンが関心を示している三カ国間の安全保障関係は、その重要な一例であ

る。日本のオーストラリアとの安全保障関係の構築への関心、インドとの安全保障対

話の開始もまたその例である。 

米国と日本の双方にとって中国との三カ国関係を発展させることは意義がある。今

の時代は、二国間関係は単に二国間にとどまらない。われわれが暮らす相互に結びつ

いた世界における国際政治は、チェスよりもビリヤードに似ている面がある。ビリヤ

ードも二人で行うゲームだが、ボールを打つとそのボールは別のボールにあたり、テ

ーブル内のボールが様々に動き始めるのである。当初二者間の交流と意図されていた

ものが、多者間のゲームという性質を持ち始めるのだ。 

中国の軍事支出や日米間の弾道ミサイル防衛といったハードな安全保障課題から、

環境破壊問題や疾病などソフトな安全保障課題に関する討議まで、中国、日本、米国

の三国間対話には、限定されてはいるものの重要な役割がある。こうした三者対話は

東アジアにおける三強大国間の信頼を築くにあたって重要な貢献が可能である。東ア

ジアには様々な多国間機関が存在し得る。この中に組織化された中国・日本・米国間

の三者対話も加わるべきだ。 

現状を客観的に見る 

日米関係は軍事同盟以上のものであり、よって同盟関係をどのように進化させるか

といった議論は軍事問題だけに焦点を当てるべきではない。米国人は日本に学ぶ事は

多い。人々の健康と長寿はその一つである。ミシェル・オバマ大統領夫人は栄養改善

と、疾病の主な原因であり我々の医療保険制度に大きな負担を課している肥満を削減

するためのキャンペーンを行っている。この会議に参加している米国人は東京滞在中

に周りをみて、肥満の日本人がどれだけ少ないか驚くはずだ。健康問題、省エネや汚
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染管理、公共交通機関、その他多くの課題が日米のアジェンダに含まれるべきである。

そして日米自由貿易協定に向けての交渉開始、企業ガバナンス、起業支援、開発援助

に対するアプローチ、国際経済機関の改革方法を含む、様々な経済問題や貿易政策に

ついて二国間での話し合いをもっと行うべきだ。 

文化面での関係拡大にももっと関心が払われる必要がある。政府も、また知的・文

化交流事業への支援を出し惜しむ民間セクターも、この分野で充分な努力をしていな

い。 

2010年にノーベル化学賞を受賞し、長年インディアナ州のパデュ－大学で教鞭をと

っている根岸栄一氏が最近、米国で研究を行う日本人科学者の数が 10年前と比べ半分

になったと警鐘を鳴らした。同様に米国の大学に留学する日本人学生の数もこの 10年

で著しく減った。これは中国、韓国、東南アジア、インド、その他各国からの学生の

数が増えていることと対照的である。 

しかし日本の若者が内向きになっているという一般的な見方は誇張である。米国に

留学する日本人の数はこの 10年で約 50パーセント減ったが、海外留学する日本人全

体の数が減った訳ではない。カナダ、ニュージーランド、イギリスなど他の英語圏や、

中国、韓国へ留学する日本人は増えている。1996年に海外留学をしている日本人は 6

万人を少し下回る数だったが、近年では約７万から８万人といわれる。（だが OECD

によると 2007年は 75000人、2008年は 67000人と減ったが。） 

さらに政府予算の削減方法を探そうとする結果、国内に強い政治的な力がない文化

交流事業の予算が削られることとなる。 予想以上の成功を収めているにも関わらず、

ターゲットとなった事業の一つに JETプログラムがある。このプログラムにはこれま

で何千人もの米国人の若者が参加し、日本各地の高校で英語を教えたり、市町村や県

の役所で働く経験をした。そして彼らは日本と関わり続けることを心に決めて米国に

戻ってくる。このプログラムや、国際交流基金、その他文化交流を推進する政府関連

団体の予算を削減することより、文化交流を拡大するため知的・草の根レベルの結び

つきを強化すること、また例えそれが無理でもせめてその結びつきを減退させないた

めにはどうしたらよいか、政府はそちらを心配することのほうが理にかなっている。

例えば弾道ミサイル一つ製造する費用と比べればこれら事業コストは小さなものであ

るが、長期的な安全保障戦略の一環としては重要なものである。	 

私が学生だった頃、日本について勉強していた数少ない米国人学生のほとんどが大

学院生で、日本研究の専門家になることを目標としていた。今の状況は全く違う。コ

ロンビア大学で私の日本についての講義を受けている学生のうち、院生は少数で日本
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研究専門家を目指す学生はほとんどいない。日本に興味を持っている学生のほとんど

は学部生である。彼らは中学、高校で漫画、アニメ、ビデオゲーム、食べ物、ファッ

ションなどを通じて日本のことを知った。高校で日本語を勉強し日本に興味を持った

という学生もいる。日本語を教える高校はまだ少ないが、600 校ほどはある。これら

の学生の多くは、日本の専門家になるためではなく、ある意味、教養ある人間となる

ために大学で日本についての知識を身につけたいと思っているのである。	 

米国人は日本への興味をなくし、中国に魅了されているというのは事実ではない。

米国の大学で日本語を学ぶ学生の数は中国語を学ぶ学生の数より多い。 米国現代語学

文学協会（Modern	 Language	 Association）の調べによると、2009 年に中国語を学ん

だ学生は 61,000 人弱であった一方、日本語を学んだ学生は 73,000 人強であった。更

に大学就学以前に、または大学で日本語を学ぶ学生の数は、多くの人が減っておらず、

中国語ほどの伸びではないものの、実際にその数は増えているのである。	 

イギリス経済やフランス政治の専門家になろうという米国人はあまりいないが、か

といってヨーロッパに興味がない訳ではない。日本に対する状況もこれに似ている。

中核となる日本専門家を育てる必要があり、その意味で日本関連の研究で博士号をと

ろうという米国人学生があまりにも少ないことは心配である。しかし米国の若者の全

体的な傾向としてみれば日本への興味は健全な状態である。	 

日米関係諮問委員会の設置 

かつての「下田会議」の最終セッションでは共同声明と日米政府に提出する政策提

言がまとめられた。「新・下田会議」でこれは行われないが、この会議参加者には日

米関係を将来運営していくために鍵となる課題について大統領と総理大臣への政策提

言を行う諮問委員会の設置を両政府に提案してもらいたいと思う。 

そのような委員会には民間の幅広い分野の専門家、また政府での職務経験を有する

者を含め、広く知見を集めることが必要である。日本と米国の委員会はそれぞれ独立

して、一定期間設立され、その下に安全保障政策、国際経済政策、文化交流、共通課

題（健康、教育、省エネなど）を検討するサブ・グループを作る。米国側と日本側の

委員が話し合う機会ももたれるが、目的は国益を推進するためにはどうするかに焦点

を置いた大胆な報告書を日本側、米国側がそれぞれ作成するというもので、外交上の

決まり文句や無難な提案になりがちな共同報告書ではない。 



14 

われわれは今、 国際政治経済、国内政治の秩序、そして日米、世界各国の経済・社

会構造において歴史的な転換期にある。強固な日米関係はゴールではなく、安全保障

を確保し、豊かな経済を維持するための手段と考えるべきだ。日本、米国、東アジア、

そして世界が劇的な変化の縁にいる今、そのゴールを達成するために日米関係の様相

も変えていく必要がある。 

安全保障政策において、そのような委員会の役割の一つは日米同盟が国内で強く支

持され、安全保障環境の現実に対応できるよう、厳しい選択をしなければならないこ

とについて国民への啓蒙活動をすることである。沖縄の米軍駐留に関する論議がこれ

だけある中で、日米同盟が潜在的な脅威に対する抑止として最も効果的な構造となっ

ているか、といった議論はほとんどない。 

また委員会は様々な経済的課題についても考えなければならない。オバマ大統領と

菅総理大臣は環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）と全般的な自由貿易政策への支持

を表明している。しかしその支持が具体的な政策に繋がるかは議論の余地のあるとこ

ろである。また日米が二国間自由貿易条約の交渉を始めるべきか、国際経済機関の改

革についての具体的な提案や国際経済システムの管理に関する他の様々な課題につい

て合意できるか、これらも論点となり得る。 

文化的関係や草の根・知的交流の強化について革新的な提案をし、緊急を要する共

通の社会問題や人口構成の変化に伴う課題について日米社会の取り組みを研究する委

員会はたいへんな価値があるものになるだろう。 

委員会が扱う課題を限定しなければならないが、２１世紀の最初の１０年が終わり

次の１０年に入る今、国益となる日米関係の役割を考える上で、どの課題が優先され

るべきかそれを決めるプロセスはそれ自体が役に立つであろう。この会議の主催者が

「下田」の名を使ったのであるから、下田会議の良き伝統を活かして、このような委

員会の設置に対する熱意を参加者が各政府に伝えることができれば、この会議の名に

ふさわしい成果となる。 
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