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第１.課題設定～私たちの問題関心～ 

はじめに 

なぜフツーの女子大生が敢えて安全保障問題を考える必要があるのか、と疑問に思う人

は多いのではないだろうか。70 余年間継続してきた平和の中で、安全保障問題は確かに大

半の国民からすると身近な問題意識を持ちにくく、個人レベルでは緊迫性を体感しにくい

分野である。また、複雑である故に政府、省庁に任せておけば良いのではという声が大半

である。しかし、私たち若い世代は幸いにも先の見えない面白い時代の中を生きていると

いうのも事実であり、今日のような国際社会の荒波に向き合う中で、日本が今後どのよう

に自国を守っていくか、どのような役割を担って世界平和に貢献していくかを、国民一人

一人が真剣に考え、議論するのはむしろ当然ではないかと私たちは感じている。 

私たちが何を焦り、何を危惧しているのか、そして、私たちは将来の日本がどのように

あって欲しいのか、それを達成するには“今”ならまだ間に合うのではという切実な思い

が少しでも共有できればと願っている。 

 

1. 国際レベルの問題点 

1-1. 国際秩序のバランスの変化 

昨年は、イギリスの EU 離脱やトランプ政権が発足するなど、国際情勢が大きく動き、

ポピュリズムの台頭が目立った年だった。トランプ政権の方向性は極めて不透明な部分が

多いが、米国が掲げる理念や正義に基づいた対外介入に対してより慎重であったオバマ政

権の姿勢を引き継ぎ、米国民の対外関与に関する反感を最大限尊重した、より内向きの志

向で米国内のみの政治が強化されることは確実であるといえる。と言っても今後の予測は

極めて難しい。少なくとも、米国の直接的な利益に関係しない限り、介入や関与はしたく

ないという判断は、結果として、国際社会においての圧倒的な地位を維持しようとする米

国民の意志が既に揺らいでいることへの証ともいえる。米国が国際秩序の担い手―警察官

であるという時代はもはや徐々に幕を閉じつつあり、それによって国際秩序のバランスが

崩れ、不安定化する可能性は十分あり得る。つまり日本は、日米同盟による米国の防衛上

のコミットメントのみを頼りにするだけでは、国際秩序のバランスの変化による米国の圧

倒的な地位の低下、米国による一極構造が益々弱まり、中国などの地域大国が台頭する現

実味があるシナリオには対応しきれなくなる可能性があることを私たちは危惧している。 

 

1-2. 中国の積極的な海洋進出による日中間の摩擦の激化 

大陸国家として中国は自国の地位の保持や、海路に通じる通商の確保のために、大規模

の海軍や設備をもつ政策を推進し、透明性を欠く形で軍事化の強化を進めていることが、

近年の動きから窺える。江沢民や胡錦濤時代には、まだ比較的控え目な対外態度をとって

いたのに対して、国力に自信がついたとみなした習近平政権は富国強兵の「中国夢」を大々
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的に謳い、強硬的な主権主張で日本以外の周辺国家―ベトナム、フィリピン、インドとの

紛争にも陥っている。「外交は内政の延長」であることから、内に対する独裁が外に対する

独裁に容易に変わることを周辺国家は懸念している。中国人民解放軍には 1982 年に策定

された近代化計画があり、2010 年までに第一列島線1内の制海権を確保し、2020 年までに

第二列島線2内の制海権を確保するとしている。近年の東シナ海、南シナ海を自由に行き来

する中国の動きは、この構想を実現化しようとしているのではないかという風にも捉えら

れる。 

しかし、こうした中国の不穏な動きに、危機感を抱きつつも、中国国内の事情や問題を

理解する必要もある。中国は統治の正当性を保つため、持続的な経済成長と社会的安定の

両方を確保しなければならない状況におかれている。だが、国内における格差の拡大、政

治の非効率性や汚職腐敗、そして日本と共通して、高齢化社会や経済発展の鈍化への対応

から、社会保障の整備が迫られることが予見できる。経済成長が失速する中での海洋政策

における譲歩は指導部に対する批判や党内対立をも招かざるをえない。そういった現状を

理解すると、様々な問題を抱えている中国政府が対外において強硬的な態度をとるのは、

ある意味党の正当性を体現する絶好の機会であることが考えられる。このような中国の国

内事情を理解しつつ、日本はアジア地域での安定を提供する成熟国家として、これまで以

上の役割を果たしていかなければならないのではないか。 

 

1-3. 日中協調―たちはだかる壁― 

グループメンバーの一人は、中国北京で約６年間単身留学を経験している。留学当初か

らの小泉首相による靖国神社参拝や尖閣諸島問題による反日デモなど、日中間の摩擦―国

同士の衝突によって生じる不協和音が、個人レベルの生活においても関連していたことで、

日中間の対立や埋められない溝というのを肌で感じてきたという。日本語学校ではなく、

現地の富裕層の子どもたちが在籍する小・中学校に通って感じたのは、学校においての洗

脳に近い被害者意識を中心において書かれた国定教科書で歴史教育をうけ、反日メディア

によって強調される日中の歴史問題の認識の差から、大半の若い世代の人たちは、日本と

いう国が近くて遠い国であると感じているということだった。海外での留学経験があり、

大学に進むエリート層の人たちは、多角度から物事を捉えて分析する能力があるため、日

本に対して理解があるが、大半の民衆は日本政府に対する不信感から生じるマイナスなイ

メージがとても強く、両国の過去が現在にまで影響していて、未来志向とは程遠いといえ

る。しかし一方で、現地では様々な草の根レベルでの文化交流や民間交流も盛んであり、

政治的なイデオロギーの価値観が一致しなくても、相互理解や友好関係は築いていくこと

ができる可能性というのも示している。 

このような状態を楽観的に、これだけ国家間に問題が山積みにされているのに、民間の

交流はうまくいっていると捉えることもできるが、やはり根底にある根本的なねじれとい

うのは、無視することができない。なぜなら、日本文化には好感をもち、民間の日本人に

                                                   
1 九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、南シナ海に至る線 
2 伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアム・サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線 
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対しては友好を示していても、日本政府に対しての誤解や不信感があるという中国人は大

半を占めるだからだ。いくらソフト面で、日本の魅力を発信し、相互理解を深めたからと

いっても、それはあくまで、民間人と民間人の交流であり、政府間の理解にはつながらな

いという限界から、地道な人的交流などは、最終的に両国が友好の精神で一緒になって知

恵を出し、「衝平な解決」をもたらす道を模索することにおいては効力を発揮するにしても、

少し限界があるのではないか。 

 

2. 国内レベルの問題点 

2-1. 安全保障に対する国民の意識の低さ 

近年、周辺国の様々な動向から、日本への安全保障を巡る脅威にさらされている。これ

に伴い、安全保障に対する国民の関心や危機感は年々高まってきてはいるが、実際の対外

に向けての外交政策や防衛対策において、国民の意識は依然として低いといわざるを得な

い。日本の安全保障を揺るがす重大な事件が頻発していることにより、部分的な関心は高

まってはいるものの、安全保障問題が極めて専門性が高く、複雑であることや、日常生活

レベルの会話においては議論しにくい空気があることで、「他人事」として捉えている現状

がある。年金や医療費等といった、個人の目先や将来の実生活に影響を及ぼす問題ではな

いため、切迫に捉えようとせず、こういった専門分野の政策は省庁に任せておけばよいと

考えているのが国民の大半であるということだ。 

私たちは、このような現状に危機感を抱き、政府が適切な安全保障政策を積極的に推進し、

これ以上の問題の先送りを避ける為に、国民の議論の活性化、安全保障問題においての国

民の理解を深めることが必要であると感じている。また、自国の安全を保障できてこそ、

初めて国が社会のために他の政策を立案し実行に移すことができることから、安全保障問

題はむしろ最優先すべき重要課題であると捉える我々の危機意識を共有したいと考えてい

る。 

 

2-2. 日本の財政問題 

人口の減少、少子高齢化による生産性の低下が予見できる中、日本が今の経済力を維持

し続けることは厳しいといえる。また、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさも増してい

る中、防衛費の割合を増やす傾向はあるにしても、継続した防衛予算の確保を維持するの

は困難になってくることが予測できる。今後のさらなる少子高齢化によって、日本は社会

保障費を確保することを最優先に考えるため、国の予算の大半を社会保障関係費が占め、

防衛関係費等他の経費は抑制される傾向にあり、防衛費と社会保障費の両立が難しくなる

ことが懸念される。この二つは、国民の安定的な生活を支える両輪として、車の前輪と後

輪の間柄であり、共に重要である。国防が堅固としたものでないと、医療と年金を享受出

来なくなってしまうことは目に見えることであるが、社会保障費の方がより国民に近い問

題であることから、万が一、軍拡に財源がなくなることを前提におき、そのような状況下
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に置かれたとしても、日本の平和を今後も守っていくためにはどうすれば良いのかという

ことを国民全体が切迫感をもって、考えていくべきだ。 

 

3. 論点および分析対象 

 以上の問題意識を基に、私たちのグループは以下の論点を提起する。 

・２０３０年の日本外交、安全保障の望ましいありかたはどのようなものか？ 

・この望ましいありかたに向けて、どのような政策が実施されるべきか？ 

論点について考えるにあたっては、日米中の３国を主要対象として現状および統計デー

タなどから予測される今後のトレンドの分析を行い、提言の方向性を定める。なお、分析

にあたっては報告書末尾の参考・引用文献に加え、ジュニア・アカデメイア集中講義にお

ける細谷雄一先生（慶應義塾大学教授）のご発言や、インタビューに応じて下さった石田

淳先生（東京大学教授）、井上寿一先生（学習院大学学長）、毛里和子先生（早稲田大学名

誉教授）のお話を大いに参考とさせて頂いた。この場をお借りして改めて御礼申し上げた

い。 
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第２．本論～私たちの考え方～（分析編） 

 

 第 2 部ではまず、現在の日米中各国の情勢と国家間関係について概観する。続いて、統

計予測などのエビデンスに基づき、比較的蓋然性の高い将来的なトレンドについて述べる。 

 

1-1. 中国 

 現在、中国は世界１位の人口を抱え、経済規模も GDP 世界第 2 位の大国として台頭し

ている。目覚ましい経済成長率とともにその国際的発言力を高めてきたが、一方で多くの

国内問題も抱えている。国内統治の上での問題が、中国の外交・安全保障政策にも影響を

与えていると考えられる。 

1-1-1. 政治 

 中国では、建国以来中国共産党がその政策決定を担ってきた。鄧小平による改革開放政

策以降、経済分野では資本主義を一部導入したものの、政治体制としては党中央に権力が

集中している共産主義体制を維持している。地方レベルから中央まで階層上の党組織が編

成され、党中央は強い権力を握ってきた。この権力体制はトップダウン型の開発経済を推

し進める上で好影響もあったものの、近年は党内腐敗、汚職が目立つ。中国国民は腐敗し

た党幹部に反感を抱いており、政府は反感が政府への大規模な抗議に結び付くことを警戒

している。更に権力が集中する党内での派閥争いも継続しており、習近平政権が進めてき

た反腐敗運動も派閥間抗争の側面は否めない。 

 中国は、５６の少数民族を抱える多民族国家である。ウイグルやチベットなど特に少数

民族が集中している地域は自治区が設定されているが、各少数民族の独立運動や、テロ事

件などが相次ぎ、中国政府はこれを力によって抑圧、少数民族の人権環境悪化が国際社会

から懸念されている。 

比較政治学では「権威主義体制」と分類される中国では、都市部を中心に民主化運動が

見られる。高い教育を受けた層が主体となって民主化運動を行う中、弁護士や出版事業者

が失踪するケースが多数報告されている。中国政府は体制に批判的な民主化運動に強い警

戒感を持ち、ときに暴力を行使して徹底的に抑圧する強硬な姿勢を見せている。 

 周辺にインドなど領土問題を抱える国と接し、国土の広さから国境線防衛の脆弱性を強

く認識している上、近年は南シナ海での領土紛争を抱えている中国では軍の影響力が伸長

し、軍事費も大きな伸びを見せている。中国体制内の政軍関係は必ずしも共産党優位とは

断定できず、特に共産党首脳の意向が軍の末端にまで到達していないことを背景とする偶

発的な予期せぬ軍事衝突も懸念される。 

1-1-2. 経済、社会 

 中国は統治の正統性の源泉として高い経済成長を利用してきた。政府主導の開発はこれ

まで大きな成功を収め、現在では GDP は日本を抜き世界第２位となっている。中国の経
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済成長率の数値は信憑性がないとする指摘もあるものの、先進諸国と比較して高い成長率

を維持しているとされる。しかし、劇的な経済成長は近年安定成長へと転じ、成長が鈍化

している点、更に「ゾンビ企業」などと呼称される国営企業の経営不振が相次いでいる点

など問題点も多い。また、バブル崩壊が起こりつつあるにもかかわらず政府の介入により

延命されている、もしくは既に中国のバブル経済は崩壊しているといった、中国経済の成

長持続を疑問視する向きもある。 

 評価を下しづらい中国マクロ経済の動向ではあるが、ミクロなレベルの経済格差拡大は

ますます顕在化している。特に沿岸都市富裕層と内陸の農村出身者の生活水準には大きな

開きがあり、農村出身の出稼ぎ労働者は低賃金労働力として貧困から抜け出しづらい状況

に固定化されている。莫大な人数の低所得労働者層の不満は社会不安の要因となり得る。 

 また、成長重視の急速な工業化は大気汚染や水質汚濁などの深刻な環境問題を引き起こ

してきた。日本でも中国から風によって運ばれる PM2.5 が人々の健康状態に悪影響を与え

るのではないかとする懸念が持たれている。更に、人口が集中する都市部では水などの資

源不足も深刻であり、急速な工業化による環境破壊、インフラ設備の不足が都市に生活す

る人々の政府への不満に結び付いている。 

1-1-3. 国内問題と対外関係の関連 

 以上の問題は様々な形で中国共産党政府による統治の正統性への疑問に結び付いている。

現在の民主化運動は比較的高学歴エリート層が主導しているが、大衆の政府に対する様々

な不満が民主化運動と結合した場合には革命が発生する可能性すらある。体制の維持を至

上命題とする中国共産党は政府への反対を時に武力を用いて弾圧する姿勢を示している。

しかし、中国は武力による統治のみならず、メディア操作などを通して外敵を創出し、ナ

ショナリスティックに国内を団結させることを図っている。日本も外敵として「軍国主義」

「歴史修正主義」などと中国政府に批判を加えられ、反日ナショナリズムはしばしば反日

デモの形で顕在化する。特に、この傾向は民主化の機運が大きく高まった天安門事件以降

の抗日教育の形で強められたと言える。中国政府は歴史問題を大きく取り上げ、日本の戦

前・戦中の行動を時に誇張しつつ、現在の日本政府の歴史認識を批判している。 

 

1-2. アメリカ 

今年１月、アメリカでは共和党のトランプ政権が誕生したが、政治経験のない非主流派

であり、かつこれまでのアメリカ政治の常識にはとらわれないトランプ大統領が今後どの

ような国内政治、外交を展開していくかは不透明な状況が続いている。 

トランプ大統領は選挙期間中、これまでアメリカが行ってきた海外駐留や世界各地の紛

争への介入に疑問を呈し、国民の中にはこれを支持する声も多かった。アメリカは現在国

内経済、社会で様々な問題を抱えており、まずはアメリカの国内問題を優先的に対処すべ

きであり、外交においてはアメリカの国益を最大限に考え必要以上に他国に譲歩すべきで

ないとする、所謂「アメリカ・ファースト」のスローガンが多くの国民に受け入れられた。

第 2 次大戦以降、圧倒的国力を背景に「世界の警察」と皮肉交じりに呼ばれるほど国際社
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会で大きな存在感を示してきたアメリカだが、過去のモンロー主義的な不干渉政策をアメ

リカ国民は支持する傾向にある可能性が高い。 

 

1-3. 日本 

 現在、比較的高い支持率を背景に、安定感のある政権運営を見せている安倍政権は憲法

改正を目標の１つとしている。特に安全保障分野では自衛隊の位置づけを変更し、多少無

理のある現在の法解釈をある意味で整合性の取れたものとする意図があると考えられる。

また、国内で高まっている中国脅威論を理由の１つとして、日本の防衛力を強化すること

も進めている。安倍首相個人の保守的なイデオロギー的傾向は中国からの右傾化の懸念を

引き起こしたものの、過去の村山談話等の歴史認識は引き継ぐ姿勢を見せるなど、必ずし

も保守強硬路線の外交政策と断ずることができるような外交方針は取っていない。しかし、

インドやロシアをはじめ、世界各国との連携強化により中国を牽制するある種の包囲網を

形成することが「地球儀を俯瞰する外交」の目的の１つと考えられ、中国に対しては必ず

しも友好的な態度を採っている訳ではない。 

 防衛力強化のため、防衛関連の予算に伸びが見られる一方、少子高齢化を背景とする社

会保障費の増大が大きな問題となっている。 

 

1-4. 米中関係 

 米中は 1970 年代の国交正常化後、関係を発展させてきたが、近年は衰退する覇権国ア

メリカ対台頭する中国の間での対立の構図が見られる。トランプ大統領は中国に対する対

決姿勢を鮮明にしており、特に経済摩擦を理由に米中貿易の均衡を強く主張している。ま

た、大統領は中国の「一つの中国」原則に拘らない旨を発言したことで中国の大きな反発

を招いた。結果的に従来の政権と変わらず原則を容認すると発言したが、両国の緊張状態

は続いている。また、台湾のみならず南沙諸島などをめぐっても米中は緊張関係にあり、

既存の国際秩序、国際法体制への挑戦としてアメリカは中国を前政権の頃から非難してい

る。一方、中国は衰退しつつあるアメリカに代わり新たなグローバルリーダーとしての姿

勢を打ち出している。例えばこれまでの日米主導のアジア開発銀行に代わる存在としてア

ジアインフラ投資銀行（AIIB）の設立を主導したことなどが挙げられよう。いたずらに覇

権循環論を根拠に米中間で覇権をめぐり衝突が起きることの必然性を訴えるべきではない

が、対立の要因は多く存在することに関心を払うべきであろう。 

 

1-5. 日中関係 

 冷戦期米中和解を受けて国交正常化を行った日中両国は、20 世紀末にかけて友好的な関

係を築いてきたものの、近年は関係が冷え込んでいると言わざるを得ない。両国の対立点

は２点ほど指摘できる。まずは歴史認識問題である。先述の通りナショナリズムを煽る目

的で中国政府は歴史問題を取り上げ、日本が右傾化、軍国主義化しつつあると主張する一
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方、日本は中国の主張する歴史的事実の誤りは容認できないとする姿勢をとり、両者の主

張は平行線を辿っている。また、日本が固有の領土としている尖閣諸島についても中国が

領有権を主張し、周辺海域では軍事的緊張が高まっている。中国が領有を主張し始めたの

は、周辺海域の海底資源の存在が明らかになってきてからである。中国が尖閣諸島周辺で

の強硬姿勢を貫く理由としては資源、国内のナショナリズムを高揚させるための外敵の創

出が指摘できるが、専門家の中には、危機を高めることでアメリカの介入意欲を削ぎ、日

米離間を図っているとの見方をする者もいる。 

 日中関係は確かに多くの困難を抱えているが、民間レベルの結びつきが強い点は今後の

関係改善を図るヒントとなる可能性がある。ともに世界屈指の経済力を有する国同士で活

発な貿易が行われており、経済的な相互依存関係の深化が進んでいる。 

 ただし、日中関係改善を考える際には、日本の同盟国であるアメリカの懸念にも注目す

る必要があるだろう。アメリカは古くから日中の関係強化に対して警戒感を抱いており、

1950 年代にソ連、中国との国交回復が鳩山内閣によって目指された際も、アメリカは圧力

をかけることで日ソ国交回復を遅延させ、日中国交回復を阻止した経緯がある。更に 1970

年代のニクソンショックの際も日本には事前に相談することなしに電撃的に米中和解を演

出したことから、日中関係をアメリカのコントロール下におきたいと考えている可能性が

高い。 

 

1-6. 日米関係 

 一時、トランプ大統領の選挙期間中の発言から、日米関係の今後が危ぶまれていたが、

近年の強化の方向性は現政権でも継続され、尖閣諸島に日米同盟の防衛義務が及ぶことが

明示されるなど、日米同盟は日本の防衛力強化とともに緊密化されている。しかし、両国

の同盟関係に全く問題がない訳ではなく、例えば在日米軍基地をめぐる沖縄県側の反発な

ども根強く残っている。更に日米間の経済摩擦がアメリカ市民の対日イメージ悪化につな

がりかねず、政権がアメリカ国内で日本の防衛へのコミットメントの強化を主張する際の

障害となり得る。 

 日米関係と中国の関連だが、中国にとって日米同盟は２つの意味を持つ。まずは中国を

仮想敵国と置いた防衛同盟であるから、中国にとってはある種の脅威と映る。しかし、一

方で戦前・戦中に自国に対して侵略を行った日本がアメリカの駐留によって再び軍国主義

化せずに軍事行動が抑制される意味も同時に持っている。後者は所謂「ビンのフタ」理論

である。前者の意味で中国が持つ日米に対する脅威認識を緩和するために、日米同盟を解

消して米軍を撤退させるという極端な政策を私たちが主張しない根拠の１つが「ビンのフ

タ」理論である。 
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2. 統計分析から予測する近未来 

2-1. 日本 

2-1-1.社会構造 

 現状の日本は少子高齢化社会であり、大幅な人口減少も予測されている。まず、日本の

出生率の変化について考察してみる(図 1)3。第二次ベビーブーム時の 1973 年から現在まで

右肩下がりの減少となっている。また、2014 年の合計特殊出生率は 1.42、2015 年におい

ては 1.454となり、僅かの増加はあったものの大きな改善は見られていない。これらをふま

えて日本の少子化はどのように進行すると予測されているのだろうか。図 25は 2060 年ま

での人口構造の予測である。安定的な若年層の減少が起こり、特に 0 歳から 14 歳の人口

2060 年には 1000 万人にも及ばないほど減少すると推測されている。このように日本で少

子化が今後も進むのはほぼ確定的な未来であると考えられ、様々な子育て支援の政策など

で進行の鈍化は可能であるとしても少子化自体を止めることはできない。そして、少子化

が進行するということは、人口が減少するということである。2030 年には現状より 1000

万人ほど総人口で減少がみられ、さらには 2050 年では 1 億人を切るとされている。さら

に、少子化がもたらす人口減少社会に、より加速をつけるのが高齢化だ。 

 

 

出生率の推移 

(図 1) 

                                                   

3平成 28年版少子化社会対策白書 内閣府  

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2016/28pdfgaiyoh/pdf/s1-1.pdf 

4 厚生労働省平成 27 年度人口動態統計より 

5平成 28 年度高齢社会白書 内閣府 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/gaiyou/pdf/1s1s.pdf 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/gaiyou/pdf/1s1s.pdf
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 図 2 の折れ線グラフは高齢化率の推移を表している。65 歳以上の人口の割合を示す高齢

化率は、年々非常に速いペースで増加している。そして 2025 年には 30％まで上昇し、2060

年には約 40％にまで迫ると予測される。高齢化の急速な進行により、生産年齢人口が 65

歳以上の高齢者を支えなくてはならない負担も非常に重くのしかかる。 

 

 

人口構造・高齢化率変化の推測 

(図 2) 

 

近い将来日本で急速に進む少子高齢化であるが、それに付随して起こり得るのが社会保

障費の増大だ。現在まで増加の一途である(図 3)6。また、2025 年までにも図 47のように増

加するとの推計が発表されている。社会保障費は、現状でももちろん今後も予算をより圧

迫する要因となり続ける。日本にもたげる最大の課題である少子高齢化に対応するための

社会保障費は予算内訳のなかの他の項目に比べても優先順位が高い。となれば、他は最大

限削らなくてはならないということである。とは言うものの、震災復興のための支援はも

っと増やすべきで、時間的に差し迫った問題だという意見もある。そのためそちらにも資

金が必要となる。こういった項目の優先度が高く、これまで示した推計が現実となる可能

                                                   
6社会保障費の推移 厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/05.pdf 

7社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年３月） 厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuikei.pdf 
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性も非常に高いなかで、防衛費を増やすことは本当に可能なのだろうか。今後日本を苦し

めることにはならないのか。さらには、国民はそれを認めることができるのだろうか。 

 

 

社会保障費の推移 

(図 3) 

 

 

社会保障費の将来推計 

(図 4) 

 

ここで予算の中に占める防衛費についても見ておく必要がある。日本は防衛費の割合が

非常に高いというわけではない(図 5)8。予算のなかで多くを占める社会保障費に比べれば、

                                                   

8政府予算の推移 日本経済新聞 

http://www.nikkei.com/edit/interactive/budget2015/ 

http://www.nikkei.com/edit/interactive/budget2015/


14 

 

存在感は小さい。だが、防衛費そのものについては年々増加している(図 6)9。現状では防

衛費の割合は大きくはなく、他国と比較してしまえば日本の防衛費はその比ではないのだ

からと言い切ることもできる。しかし、2020 年、2030 年、その後と着実に少子高齢化し、

驚異的な人口減少を加速させる今後の日本について考えてみれば、今とは違ってより大き

な問題だと考えられるのではないだろうか。現政権が日米同盟強化とともに進めている防

衛力の強化だが、今後の社会保障費の増大を踏まえると、自国を自力で守る「普通の国」

を支える防衛力が財政的に成立しない可能性は無視できない。 

 

 

予算における社会保障費・防衛費の割合 

(図 5) 

 
防衛費の推移 

(図 6) 

                                                   

9平成 28 年版防衛白書 防衛省 

http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2016/html/n2241000.html#zuhyo02020401 

http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2016/html/n2241000.html#zuhyo02020401
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2-1-2.対中意識 

中国や日中関係に対して現代の日本人のなかには否定的な意見が多いのは衆知の事実で

あろう。図 7 は日本人の中国に対する親近感、現在の日中関係、今後の日中関係の発展に

ついて行われた外交に関する世論調査(内閣府)のを基に作成したグラフである。 

 

 

 

対中意識 

 (図 7) 
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 中国に対して親しみを感じる・どちらかとういうと親しみを感じるという人は合わせて

16.8％、どちらかというと親しみを感じない・親しみを感じないという人は合わせて 80.5％
10と否定的な意見が圧倒的多数となった。しかし、年代別の割合を見てみると、18~29 歳

では親しみを感じる・どちらかというと親しみを感じるという人は 31.1％と年代別に一番

高くなっており、その後年齢が上がるにつれてその割合は減少している。一方で、60~69

歳では 12.8％で一番低くなった。 

 現在の日中関係について良好だと思う・まあ良好だと思う人の割合は 12.5％、あまり良

好だと思わない・良好だと思わない人の割合は 83.0％11と、同じく否定的意見が大多数で

ある。一方で、年代別では 18~29 歳では 19.2％が良好だと思う・まあ良好だと思うという

意見を持ち、年代別では一番高い割合であった。 

 最後に、今後の日中関係の発展については上記二つの調べで現状に対する否定的な意見

が多かったことに矛盾する結果となっている。今後の発展が重要だと思う・まあ重要だと

思う人の割合は 72.9％、あまり重要だと思わない・重要だと思わないという人の割合は

22.3％と肯定的な意見が 7 割を超えている。さらに、年代別でも 18~29 歳の今後の発展が

重要だと思う・まあ重要だと思う人の割合は 87％と 9 割に迫り、年代別では最も高い割合

となった(図 7 参照)。 

 これらの世論調査から、全年代を通して日中関係の現状についてはかなり否定的な評価

を下しているが、今後の関係改善や発展は望んでいるという意見が多数であるということ

が言える。また、特に年代別で 18~29 歳の若年層において現状に関して否定的な意見は他

の年代に比べて低く、特に今後の発展に関しては 8 割以上が望んでいる。要因として時代

的背景が年代別で影響していることは考えられる。若い世代ほど、急速な経済発展を成し

遂げ、世界的な大国として台頭してきた中国像がより強く認識され、途上国としての中国

ではなく、重要な隣国として中国を捉えていることが読み取れる。この世論調査の考察か

ら、全体として日中関係の改善を望んでいること、またこれからの日本を担う若年層にと

ってはさらに発展が望まれていることが言える。そのため、日本では今後日中関係改善へ

の動きが起こる可能性は大いにあると考えられるのではないだろうか。現状では日中関係

の悪化を感じているが、今後改善・発展させなければいけないという意識があることは、

日中協調に向けた一つの土台になり得る。 

 

2-2.中国 

2-2-1.社会構造 

現在、人口約 13.76 億人12を抱える中国の人口構造はどのようなものか(図 8)13。急激な

                                                   
10平成 28 年度外交による世論調査(内閣府)の算出に基づく 
11平成 28 年度外交による世論調査の算出に基づく 
12外務省データ参照 

13中国の人口ピラミッド(2010) 中国国家統計局 
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人口増加に対応すべく行われた一人っ子政策の結果、一定の成果がでたものの現在では少

子高齢化が起き始めている。今後、現在人口のなかで一番多い 16~59 歳の人々が高齢化す

れば高齢化社会が確実に訪れる。すでに 65 歳以上の人口割合は徐々に増加している(図 9)。

また、少子高齢化社会を見据えて 2015 年に一人っ子政策は廃止され、出生率の上昇は見

られたものの、莫大な人口が高齢化することへの完全な解決策になるかどうかは疑わしい。

また、長寿命化も高齢化の要因だとなっている(図 10)。過去約 30 年で寿命は着実に伸びて

おり、今後もこの流れは継続または急速になっていくことが考えられる。 

 
中国の人口構造(2010 年) 

(図 8) 
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(図 9) 

                                                                                                                                                                         

http://data.stats.gov.cn/english/swf.htm?m=turnto&id=2 

http://data.stats.gov.cn/english/swf.htm?m=turnto&id=2
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(図 10) 

 

0~19 歳と 65 歳以上の人口推移の将来予測を見ると、若い世代の人口は減少し高齢者層が

拡大していくことが分かる(図 11)。また 2030 年には両者の数が同数に迫り、2035 年には

遂に 65歳以上の人口が 0~19歳の人口に逆転してそれ以降その差が加速度的に開いていく

と予測されている。 

 これまでの現状と予測を踏まえて、中国では社会構造の変化に対応し、社会保障制度の

改革と拡張はもはや先延ばしにできない課題である。そこで日本は少子高齢化社会の経験

者であり、同じく現在進行中であるということから社会保障分野での連携に関して大きな

可能性があると言えるのではないだろうか。 

 

 

(図 11) 

 

このように中国における少子高齢化は近い将来、現状よりも更に加速し、国家における

主要な課題となる。つまりそれは中国がいずれ社会保障の強化を必要とし、社会保障関係
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費も日本と同じく増やさなくてはならない状況に置かれることを意味する。また、中国は

軍事費を増強させており、今後大幅に減額するとは考えにくい。しかし、軍事費と社会保

障費の両方を含む多くのコストがかさむなかで、日中間の相互不信を解消せず、相互が非

協力的であれば、よりコストは増えていく。将来のコスト削減の面からも日中協力は有効

な手立てであり、それにむけての努力を払うことが今私たちのするべきことではないだろ

うか。 

2-2-2.対日意識 

 中国の世論において日本への印象、日中関係の現状に対する評価はどのようなものか(図

12)。 

 

対日意識 

(図 12) 
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中国世論においても日中関係の現状に対しては厳しいという評価が多数である。また、

2012 年には悪い/どちらかといえば悪いという意見を持つ人の割合が、良い/どちらかとい

えば良いと答えた人の割合に逆転し、その差が広がっている。また、日本に対する印象に

ついても同じように、否定的な意見が多数派となっていて、日中両国においては現状の厳

しさを共有していると言える。しかし、望ましくない状況であり、心配しているという意

見と、この状況は問題であり、改善する必要があるという意見の人の割合は合わせて 67.4％

と少なからず今後についての希望や関心があることが分かる。だが、改善の必要があると

答えた人の割合は昨年より減少しており、このままでは将来への希望も失われてしまうか

もしれないという危惧もあり、歯止めをかける必要があるだろう。 

 

2-3.日米中三国関係における秩序の変化 

長らくアメリカが第１位であった GDP を、2020 年に中国が抜くという予測がされてい

る(図 13)14。この統計予測では 2020 年とされているが、遅くとも 2030 年には GDP の逆

転が生じるとの見方が大勢である。また、下記のグラフには表示されていないものの、2030

年にはインドが世界第２位の経済大国になるとの観測もある。アメリカが第３位になり、

続いて日本が第４位となれば日米中三国の関係はこれまでと同じなのだろうか。2020 年以

降はよりその差が開いていけば世界一の経済大国とアメリカの力関係には変化があると考

えざるを得ない。さらに、アメリカにとって中国は最大の貿易赤字国であり、貿易摩擦と

いう点が二国に横たわる最大の課題である。このような経済関係における摩擦はあるもの

の、米中は一定の協調関係を構築してきた。しかし、経済における摩擦が関係に変化を及

ぼす可能性は GDP での逆転だけでなく、トランプ政権の誕生も大きな要因となる。 

 

GDP 将来推計(中国・アメリカ・日本) 

(図 13) 

                                                   

14GDP 長期予測 中国・アメリカ・日本 (OECD) 

https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm#indicator-chart 

https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm#indicator-chart


21 

 

トランプ大統領は米国の貿易不均衡の解消にむけて動き出し、大々的にその姿勢をアピ

ールしている。世界の大国である米中の二国が今後対立に至るのか、それともこれまでの

ような協調を維持するのか。この予測は雲をつかむようなものである。そのため、日本は

様々なシナリオに対しての柔軟な対応策を講じておかなければならない。また、日本は中

国に次いでアメリカの貿易赤字国第２位であり、経済関係においては大きな爆弾を抱えて

いる。日米同盟を今後も強化していくという姿勢は、現状においては日米首脳の共通理解

を得ているが、アメリカがトランプ政権下においてどのような政策を打ち出してくるかの

予想が容易でなく、中国の台頭の可能性やそれに伴う米中関係の変化を考えると、日米同

盟が日本の安全保障上当然の大前提であり、基礎であると考えることについても再考すべ

きではないだろうか。アメリカのトランプ現象に象徴されるアメリカの内向き志向が今後

更に強まる可能性があること、中国がアメリカを国力の面で圧倒する見込みであることを

踏まえると、世界一の大国となる中国に対し、日米同盟が軍事的な抑止を十分に及ぼし得

るかは定かではない。今後数十年の間で日米同盟が全く白紙になるというようなことは極

めて考えにくいが、日米中３国間の秩序の変化が訪れようとしている今、日本は米国とも

中国とも今後どのような関係を築いていくべきなのか熟考すべきである。その点から、日

中の関係改善を考えることについても先延ばしすべきでないのだ。 
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第 3．提言 ～私たちの主張～ 

 第 2 部では、現状と今後のトレンドを分析してきた。日本外交を考える上で私たちが重

視すべき前提をまとめると、①中国の台頭、②米国の相対的な国力の低下、③日本の苦し

い財政事情の３点である。この前提が意味するものは、現在のような中国を仮想敵国とす

る日米同盟の強化と日本の防衛力強化という政策では対処できない時代が到来する可能性

があるということである。 

 ここで、私たちが考える目指すべき日本の姿について改めて整理したい。まず、国内的

には非軍事大国日本を目指すべきであろう。今後ますます進む高齢化に伴う社会保障費の

増大に加え、少子化の速度を緩めるための若年層の一層の支援、教育・研究分野への支出、

他のグループが提言を行ったような政策分野への助成金等々、軍事・安全保障分野以外に

支出を行うべき分野は数限りなく存在する。世界各国で残念ながら移民排斥の動きが拡大

している状況や、特に日本では人種的同質性が目立って高いこと、これまで大規模な移民

政策を実行してこなかったために国内の移民に対する理解が進んでいないことを踏まえる

と、移民による労働力の増加に過度な期待はできない。労働人口が今後大きく減少する日

本では大規模な増税を行わない限り税収も減少する。現在よりも一層厳しくなると考えら

れる財政状況の中で日本が軍事大国化することは困難であるし、また、限りある予算を人

的投資、社会保障に充てる方が、日本の衰退スピードを幾分緩めることができる。 

 そして、国内的に目指されるべきもう一つの姿は、国民の間で広く外交・安全保障分野

への関心が共有され、議論される日本である。残念ながら、現在は野党が十分に当該分野

で政策的なオルタナティブを提示できず、政権批判に終始する状況である。国民の中で実

りある議論が活発になされ、それを野党が国民の声として吸収し、政策として提示するよ

うな政策形成プロセスが構築されるべきではないだろうか。独り勝ち状態の保守的な政権

が中国脅威論を掲げ、防衛力強化を行っている現状は、隣国には脅威と映るだろう。そし

てこの現状が、戦前の日本と関連付けられ、日本が軍国主義化しているとの言説が流布し、

日本の東アジア地域、ともすれば国際的な孤立を招くとすれば、大いに問題である。日本

国内にも政策的なオルタナティブが用意されていることが、ある種の安心材料として隣国

の歩み寄りを促進し、更には日本の孤立を防ぐことができるだろう。私たちの政策提言も、

国内の議論が不足している現状に一石を投じたいとの思惑がある。 

 さて、対外的には日本はどのような姿を目指すべきであろうか。特に東アジア地域にお

いて、明治時代の日本は「脱亜入欧」というフレーズに象徴されるように、未発達のアジ

アの一国としての地位を脱し、欧米列強の一員になろうと努力した。戦後は太平洋を挟ん

だアメリカとの強い結び付きの中で歴史上稀に見る経済成長を達成した。しかし、現在も

東アジアの周辺国との友好関係は十分に築けておらず、どこか日本が東アジアの一国であ

るとの認識が弱い。中国や韓国と日本が一つの共同体に属していると考える日本人は極め

て稀であろう。国際秩序の変化、特にアジア地域の興隆を踏まえると、日本は明治以降の

欧米偏重を脱し、アジアでの孤立を避けるべきである。アジア人としてのアイデンティテ

ィーを再び強く認識し、脱亜論ならぬ「入亜論」が今求められているのではないだろうか。

ただし、グローバル化の中でますます相互依存の進んでいる欧米との結び付きは容易に断
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絶するものではなく、今後も日本は欧米諸国と様々な国際問題解決に向けて協調していく

ことが望ましいだろう。東アジアに位置する国としてアジアとの関係も重視し、バランス

の取れた対外関係を構築する。更には欧米をはじめとする世界各国と協力し世界の平和に

貢献すると同時に、東アジア地域の平和に貢献する。明治期の「脱亜入欧」を意識するな

らば「繋欧入亜」とでも表現できるこの方向性こそ、今後目指されるべき日本の姿である。 

 

 
 

 

 

第 2 部の分析と目指すべき日本の姿を踏まえ、私たちが主張する政策は以下の通りであ

る。ただし、最初に一言断っておきたいのは、外交・安全保障政策作成の困難さである。

外交は相手国が存在するため、必ずしも自国の主張がそのまま実現するわけではない。多

くの場合、粘り強い交渉と妥協を重ね、何度も細かな変更が柔軟に加えられる。しかし、

妥協や変更を重ねても、見失わず目指すべき大きな価値、方向性は必ず存在する。今回私

たちが提言するのは、小さな変更を加えられるような細かな政策群ではなく、この国が今

後目指すべき、否、目指さざるを得ない大きな方向性である。数十年後を見越した外交政

策に具体性が備わる筈はない。寧ろ先にこまごまとした外交政策群を設定し、それに拘泥

することは、外交の大きな方向性を見失ってしまう結果に陥るだろう。ただし、ジュニア・

アカデメイアの政策提言企画ではある程度の具体性を求められているため、大きな外交政

策目標を達成する上での手段となる中規模な政策手段をいくつか具体例として挙げた。し

かしこれらはあくまで一例であり、網羅的ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 これから 
繋
欧
入
亜 
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＜大きな外交政策、方向性＞ 

日中協調を基軸とする東アジア国際関係の構築、日本の「繋欧入亜」 

 

 

目指すべき姿、分析、外交政策の方向性、政策手段を図式化すると以下の通りである。 

 

  

 

 

 

 

以下に述べるのは、上記の大きな外交政策の方向性を達成するための政策手段の一例で

ある。外交・安全保障政策は自国が現状維持を目的とする場合は、武力行使の威嚇（強制・

抑止）と武力行使の自制の約束（安心供与）の２つに大別される15。現在、日本の対中政

策は日米同盟の強化や防衛力の増強に見られるように、抑止に重点が置かれた安全保障政

策である。制度、政策は経路依存性を持つため、急激な変更は困難であり、今後も抑止の

要素は政策内に残存するものと考えられる一方、私たちの主張する日中協調の実現のため

には、中国が日本に対する脅威認識を低下させると期待できる安心供与の要素を持つ政策

手段を推進する必要がある。これらを踏まえ、私たちは安心供与に重きを置きつつ、抑止

                                                   
15 石田淳「安全保障の政治的基盤」遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か（シリーズ日本の安全保障

１）』（岩波書店、2014）pp.67-89 

①中国の台頭 

②アメリカの衰退 

③日本の財政事情 

 

抑止 

安心供与 
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の観点にも配慮した外交・安全保障政策の手段を幾つかの政策を有機的に関連付けながら

例示する。 

 

１抑止 

・日米同盟の維持・他の米同盟国との連携 

日本、もしくは日本国内の米軍基地に対する攻撃が加えられた場合、アメリカの参戦を

自動化するトリップワイヤーとしての在日米軍は維持することで、日本に対する武力行使

の抑止を狙う。また、日米同盟とともにオーストラリアなどとの連携も維持する。この時、

日米同盟や日米豪戦略対話が中国封じ込めを意図しているわけではないことを説明し、中

国の懸念を取り除く努力をすべきである。共同訓練などの日米や日米豪の活動に、中国や

他のアジア諸国の参加を呼びかけるなど、日米・日米豪とアジア諸国の活動を結び付けて

いくようにする。 

 

・インドとの連携 

 現政権は日印関係の強化を推進しており、今後も強化の傾向は経路依存的に継続してい

くものと考えられる。インドは 2030 年には世界一の人口と世界第 2 位の経済力を持つ大

国になると見られる。インドは世界最大の民主主義国家とも呼ばれ、日本と政治的価値を

共有している。インドは中国と領土紛争を抱えており、必ずしも関係は良好ではない。ま

た、中国が東南アジア各国との関係を強化し、海上交通路に影響力を及ぼしつつある現状

をインドは警戒している（いわゆる「真珠の首飾り戦略」）。島国である日本も、海上交通

路の安全性に関して大きな利害を持つため、日印両国の利害は一致している。日印両国の

連携は中国に対するある程度の牽制となり、かつ日本が今後国際的に発言力を持つインド

と連携することで国際的な孤立を防止できると考えられる。ただし、インドが日本の防衛

に対し、明確に関与する可能性はあまり大きくはなく、あくまで中国の対日強硬化を間接

的に抑制する程度の影響力であろう。 

 

 

２．安心供与 

・見かけ上の軍縮 

2020 年の東京オリンピックと並行して対外からのテロ対策・サイバーセキュリティなど

への投資を行うことに加え、今後は戦争形態の変化が生じ、リアルな交戦ではなくサイバ

ー空間上の戦争になる可能性も視野に日本はサイバー空間の防衛力を高める必要がある。

実際に今年度もサイバーセキュリティ―に関する予算は 600 億円程度が計上されており、

今後も増強する必要性が指摘されている。しかし、目に見える通常兵器の軍拡ではなく、

サイバーセキュリティ―強化は、どの国に対するセキュリティーなのかが曖昧になる。ま

た、サイバー空間上の戦争が起これば日本国内の原発や空港などが狙われる可能性が高い

ため、防衛費としてではなく内閣サイバーセキュリティ―センター、経済産業省、もしく

は国内事案を担当する警察庁の予算として組めば対外防衛のための所謂「防衛費」は抑え

られる。サイバーセキュリティ―、航空、海上防衛力を強化させる一方、陸上兵力の大幅
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削減で見かけ上の軍縮を行い、中国の日本への脅威認識を低下させると同時に予算を他の

分野に充当することができる。 

 

・在日米軍の縮小 

 米国の国力の低下を理由に、在日米軍が今後縮小される可能性がある。ただし、先述の

通り日米同盟を維持するとともに、トリップワイヤーとして最低限の米軍は駐留を求める。

小規模であれば日本が駐留経費を負担することが可能であろうし、米国内で完全撤退論が

出た際の弁護としても有効といえる。この政策手段は、日米同盟に対する中国の脅威認識

を緩和することができると同時に、日本の再軍国主義化も米軍の一応の駐留によって抑止

されるため（ビンのフタ理論）、中国が日本の脱セキュリティー化（敵、脅威と見なさない

ようになること）を容易に行う条件を整備できる。また、後述するように日本国内の人権

環境の向上にもつながると期待できる。 

 

・コミュニケーションを確保する制度の強化 

 偶発的衝突を回避するため、また、双方の政策意図の誤認による緊張を防止するために、

日中両国の間のコミュニケーション制度を強化していく必要があるだろう。 

＜具体例＞日中安保対話 

2015 年度第 13 回日中安保対話より、これまで断続的だったのに対して年一回開催する

ことが決定された。安全保障分野における日中の対話は継続的にかつより大々的に行うべ

きである。両国側が日中関係の改善に向けて前向きである姿勢を対外的にアピールするこ

とで、具体的な政策を打ち出すこととは違ったメッセージとして有効な手立てになるので

はないか。 

＜具体例＞日中防衛交流 

 政府主導の交流事業として大々的に行う。両国の軍人を軍事演習などの場に招待するな

どして交流させ、更に一般人も見学可能として両国の軍の透明性を高めると同時に、対話

チャンネルを構築する。 

 

・機能主義的な協力 

知的交流を超えた協働を目指す。共通する社会問題（社会保障面や、中国の一般民衆の

生活向上、法治の実現に貢献するようなこと）に取り組み、成果を出す。この機能主義的

な協力により、中国が抱える国内的な諸問題の解決を図ることで国民の不満が低減され、

党中央の統治の正統性向上が期待される。更に、日中がともに抱える問題を協力して解決

しようとする試みは、今後日本が中国との共生を意図していることを示す効果が期待でき

る。このような経済社会分野での協力から、次第に他の政治領域での協力も深化させる。

最終的には日中を基軸とする東アジア共同体の構築を目指す。 

＜具体例＞社会保障面での連携 

社会保障のなかでも中国にない介護保険の採用のために日本の制度を参考にし、共同で

どのようなものにしていくべきかを考えていくこと。また、中国にとって適当なのはどの

ような制度化考えていく。現状でも、高齢化対策として対応策がとられているが、まだ未
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発展な部分もあると考えられその面でも支援する。また、民間の老人ホームについては、

設備が豪華であるものの高いコストのかかる施設が多いという現状がある。それに対して

一部の高所得者のみでなくより広い層の手に届くような施設をつくることは必要な改革で

あると考えられる。これらの社会保障面での方策に関しては、人材育成とノウハウの伝達

が土台となる。そこで人的交流が生まれるということにも期待できる。 

＜具体例＞防災分野での協力（地震研究、災害救助活動） 

 四川大地震では日本の救助隊が現地で懸命に活動する様子が中国国内で報道され、日本

のイメージ向上につながったという事実がある。両国はともに地震国であり、共通の問題

を通して協働できる分野の一つである。 

＜具体例＞インフラ整備 

 中国ではインフラ設備が十分でなく、国民の不満にもつながっている面がある。日本が

インフラ開発に協力することで、共産党統治の正統性に資することを示す良い機会である。 

＜具体例＞環境保護 

PM2.5 などの対策は日中相互に利益があり、日本の高い環境技術をもって協力すること

で中国政府に日本との協調のメリットの大きさを認識させることができる。また、近年特

に環境影響評価基準が国際的に上がる傾向があり、基準値以下のものは国際的に競争がで

きないが、日本の高い環境技術を中国とともに発展させることで両国ともに製品の国際的

な競争力を高めることができる。再生エネルギーの開発を両国で進めることもできるだろ

う。そして、中国は現在原発政策を推進しており、日本の原発事故の教訓、原発運営のノ

ウハウを中国と共有することが可能である。また、日本にとっても中国の安全な原発稼働

を支援し、東アジア地域の公共財を安全なものとして管理することは日本にとっても大き

な利益となる。地域の公共財に日本が関心を寄せていることを表すことは、東アジア地域

での共生の意図を示す効果が期待できる。 
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・歴史認識問題への取り組み 

 日中間で大きな問題となっているテーマであるが、過去の歴史的な事実への反省と賠償

は、日本が現状変更を試みない意図を持っていることを示す１つの証左となり得る。具体

的被害の規模の面では確かに中国側の主張は歴史的検証を経ていない部分が多々あるもの

の、事実の有無に関しては日本側が受け入れ、その後日中歴史検証プロジェクトなどの形

で戦争被害の実態を事実に近付ける形で明らかにするなどの手段が考えられる。一方的に

中国が国際的な場で日本の過去の行為を誇張した形で宣伝することを防止することにもつ

ながるだろう。賠償に関しては、今後、戦時中に日本による何らかの損害を直接受けた世

代は殆ど存在しなくなる。人数が少ない分、賠償総額が莫大なものとはならないことに加

え、完全に生存者がいなくなっては賠償が不可能であり、日本が誠意を示すために取るこ

とができる具体的な行動の選択肢が減少する。なるべく早急な対応が求められているだろ

う。 

 

・国内的な人権環境の改善 

 これは日本国内で実施される政策である。日本が軍国主義でないことや、中国封じ込め

の戦略はないことを声高に宣伝したところで、説得力の向上にはほとんど寄与しない。半

世紀以上にわたって侵略を否定し、基本的人権を守り、民主主義を維持してきた国である

ことを、具体的事実をもって示す必要がある。例えば沖縄に集中する基地負担を軽減させ

ることや、福島原発のように一部の地域に負担が偏重する政策を見直すことなどを通して、

日本政府が自国民へ十分に配慮していることを国内外に示す。このことにより、日本が周

辺国への配慮をすることを中国側が期待する効果が見込まれる。自国民に対する配慮すら

ままならない政府が、果たしてこれまで敵対的な関係に陥っていた国を配慮し、協調が可

能であると、中国は認識するだろうか。恐らくしないであろう。他のグループの政策提言

も、この人権環境の改善に寄与するものとして、私たちの政策提言と相互に結び付いてい

るのである。 
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おわりに 

 今年、日中は国交正常化から 45 周年を迎える。民間レベルでは経済的な相互依存関係が

進展し、留学生や観光客など、日中両国の人々が接触する機会はますます増えている。大

学でも中国出身の学生と親しく話す場面は頻繁にあるが、同じアジア人の顔立ちをした彼

ら彼女らを、それほど強く異質なものとして認識することはない。寧ろ日本人と変わらぬ、

親しき友人とさえ映る。しかし、国家のレベルで見た時に政治的には日中はどこか遠い隣

国として互いへの不信感を拭いきれず、歩み寄りが難しい状況が続いている。異なる政治

体制を持ち、何やら日本に対する敵対心を持っているらしい集団としての中国人は、途端

に日本人とは大きく異なる不気味な存在として認識されるのである。 

 個人のレベルでは親しい友人として付き合っていけるはずの中国人が何故異質な存在と

して私たちの目に映るのか。それは、不幸にも解消しきれていない政治的な対立が個人の

レベルにまで暗い影を落としているからである。この政治的な対立が、相互依存が深化し

た日中経済交流によりもたらされる利益にまで悪影響を及ぼせば、日本企業・経済は大き

な打撃を受ける。更に、日中間の軍事的緊張が極度に高まり、特に尖閣諸島を発火点とし

て偶発的な軍事衝突に発展すれば、日中米の未来ある若者の血が流れるだろう。彼ら彼女

らは国を守る上での高潔な覚悟があるとは言え、このような事態は歓迎されるべきもので

はない。分析の部分で述べたような中国との敵対関係の維持は困難であるという客観的な

観点に加えて、望ましい国家間関係やその国に住む人々の望ましい生き方といった規範的

な観点からも、経済や文化のみならず政治分野での日中協調が重要であることが、提言書

を通して読者の皆様に伝わっていれば幸いである。 

 実は、この提言をするにあたり、私たちは少なからず躊躇した。日米首脳会談に代表さ

れるように、現政権による外交は成功を収めていると認識している国民は少なくない。こ

のような状況の中で、確かに提言がターゲットとしているのは 2030 年前後の未来のこと

とは言え、現政権と異なる方向性の提言を行うことは、例えば保守的な立場の皆さまから

のご批判を受けるのではないか、などとも考えた。しかし、私たちの提言は、政策的なオ

ルタナティブをごく普通の女子大生でも提示できることを示した上で、安全保障に関する

議論が十分に成熟していない現状に一石を投じようとするものである。政局でまともな議

論が起こらず、野党は政権批判に終始している現状では、未来を担う若者にとって安全保

障はどこか遠い問題であり、議事堂内で罵詈雑言のみが飛び交うような、議論する価値の

ない問題と映ってしまうだろう。 

 この激動の時代にあって、世界の中の日本、アジアの中の日本が、今後どのような方向

に向かって歩むべきか、歩き始める前に一歩立ち止まって、日本人一人ひとりが考えると

きが来ている。日本が東アジアの国々、そして世界の国々とともに平和のうちに繁栄し、

共存する未来へと歩み出せると信じて、本報告書を結びたい。 

 

[m1]
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