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終章 

渡邉昭夫  

 

１「彼を知り、己れを知れば百戦して殆うからず」 

 孫子の兵法を語るほどの人ならば誰でもが記憶しているはずのこの一句が、防衛戦略研

究会議の議論に参加した我々すべての念頭にあったのは、当然であろう。如何自分の持ち

駒を上手く使って相手に打ち勝つかという狭義の戦略、つまり「兵法」について我々は問

題にしているのではないが、「紛争を解決するために用いる、二つの対立する意志の弁証法

のア−トである」という戦略の定義（アンドレ・ボーフル）に従うならば、対峙する彼我に

ついての充分な認識が先ず何よりも必要であることは、自明だからである。その意味では、

「彼を知り、己れを知る」のが戦略の要諦だと、言って良い。 

 だが敢えて言えば、「彼を知り、己れを知る」だけで充分だろうか？「時を知り、場を知

る」ことが、更に求められる。と言うよりも、「彼を知り、己れを知る」ためにも、「時と

場」を知ることが必要である。再び、孫子に戻れば、「彼を知り、己れを知れば、乃ち殆う

からず」に続けて「地を知り、天を知れば、乃ち全し」とある。我々が「時を知り、場を

知る」ことが、戦略には必須だというのは、無論孫子の考えと矛盾するものではないが、

我々の関心事が、狭義の戦略、即ち、戦場において如何に敵に打ち勝つかということでは

なくて、国際場裡において国家が如何に振舞うべきかという「大戦略」（或は「国家戦略」）

である以上、より包括的な意味で「時と場」について知ることが必要だという意味におい

てである。 

 つまり、彼我を包む時代の流れが如何なるものであり、両者間の弁証法的相互作用の生

起する環境が如何なる特徴を持っているのかを知ることが、彼と我とを知ることと不可分

の関係にある。我々が、今年度の年間を通じての研究テーマとして「2010 年代の国際環境

と日本の安全保障」を選び、現在及び近未来（＝「2010 年代」）が国際システムの長い歴

史のなかで、如何なる位置を占める時代であるのかについて、また、日本を取り巻く安全

保障環境（＝場）の諸特徴を全体としての「国際社会」のシステム変動の観点から考察し

ようと志したのは、そのような問題意識からであった。その際キー・ワードとなったのが、

「パワー・シフト」という概念である。この概念については、冒頭の山本吉宣氏の論文が

周到な解明を試みている。それに続く中西寛氏の論文は、同じテーマを、歴史と文明論の

視点から、アジア太平洋の諸国がその中に置かれている状況に光を当てている。いわば、

彼と己れを知るために必要な、「時と場」についての大きな図を描いて見せるのが、この二

論文の目的である。それに続く各章では、日本が色々な意味で、協力したり、競争したり

するのを運命づけられている相手についての立ち入った分析を行う。ところで、日本とこ
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れら諸国とがそれぞれの「国益」（＝安全保障）の目的から協力或は競合する際に、如何な

る物理的な次元で関係を取り結ぶのかについても、目覚ましい技術上の革命に伴う重要な

変化が進行しつつあるのが、「現代」の一特徴である。平面（陸地や海洋）だけでなく、空、

宇宙、更には、サイバースペースを含めた立体的な空間（いわば３D 空間）が、諸国が凌

ぎをけずる舞台となっている。先に述べたこととの関連で言えば、「場」の概念が、伝統的

なものを越えて変質しつつある。その意味で、「場」とは、我々が手にしている技術の関数

であり、「時」とともに変動する。 後の３つの章は、そうした観点からの考察である。 

 具体的に何が論じられているのかは、本報告書所収の各章を読んでいただければ良いの

で、下手な要約を試みるのは、止めておこう。そこで、以下は、年間を通じての研究会で

の議論を聞き、そのまとめとしての本報告書所収の諸論文を読みながら議長として私の感

じた幾つかの点と、読者に期待する事柄についてのコメントである。 

 

２ 焦点としての中国 

 20 世紀の末から 21 世紀の初期にかけて、中国が国際情勢について人々が論じる際の焦

点となってきている。本報告書の考察の対象である２０１０年代についても、そのことに

変わりはない。否、中国の動向とそれに立ち向かう他の諸国（中でも、アメリカと日本）

の態度が益々中心的なテーマであることが、鮮明になってくると予測できる。中国が人々

の関心の中心となるには幾つかの理由がある。 

 

（１） 冷戦の終焉 

冷戦時代に「西側諸国」の戦略的議論の焦点であったソ連に代わって中国という存在が

浮かび上がってきた。かつての米ソ対立に代わって米中関係が新しい時代の軸になったと

言えば、多分単純すぎるのであろう。分り易さを求める人間の認識能力が、そのような存

在を必要としたのかも知れない。１９９０年代の初めにソ連の脅威が目に見えて希薄化す

るころワシントンで 1 年間を過ごした筆者は、アメリカ国務省の或人が、これまで、ソ連

という「太陽」を目標にしていろいろやってきたのに、急に、それが見えなくなって、方

向を見失ったと、その困惑ぶりを語ったことをよく思い出す。「太陽」という比喩がこの場

合適当であるかどうかは別として、彼の言わんとすることは、よくわかった。対外政策や

国防政策に新しい方向づけを与える存在としてソ連に代わって中国が直ちに浮上したわけ

ではない。そのころ、一部の米国人が（相当の識者を含めて）、日本が将来の脅威だと論じ

立てたことは、未だ記憶に新しい。非米的な存在、西欧近代とは異質なものの象徴が日本

であった。その後、いくつかの変遷を経て、次第に中国が浮上して来る。中国が問題とさ

れる理由は次項以下で考察するが、ここで、第 1 に確認しておくべきは、国際システムの
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構造的変化との関連で、中国の動向が強く意識されるようになったことである。それが、

パワー・シフトとかパワー・トランジッションという言葉とともに中国の動向が語られる

理由である。 

アメリカあるいはアメリカを中心とする「先進」諸国がこれまで持っていた力の優位が、

台頭してくる新興の諸国（中でも中華人民共和国）によって脅かされる事態が起きている

という認識が広がっているのが、現代の顕著な現象である。そのような状況で追い上げる

側の国々はどう行動するのか、また追い上げられる側はどういう戦略によって対応するの

かについて、歴史的先例を参照しながら考察する必要がある。参照すべき先例はそれほど

多くはないし、具体的状況は多様であるので、容易な一般化はできないが、そのような考

察は、ある程度、現代中国の行動を理解するのに役立つはずである。米ソ対立時代にも体

制間競争の意識がなかったわけではないし、過去のものとなりつつある「資本主義」世界

が未来の展望を開く「社会主義」世界に追い越されそうになってきているという時代認識

がなかったわけでもないが、どちらかと言えば、静態的な構造の枠内での両陣営のせめぎ

合いのイメージが支配的であった。それに比べて、冷戦後は、国際システムの構造そのも

のが変動しつつあるいう「動態的」なイメージが強くなっている。つまり、時代が急速に

移りつつあるという時代意識が今日の特徴である。 

そこで問題になるのは、そのような変動をもたら原動力は何か、つまりパワーの本質と

は何かである。 

国の力、国力とは何かと問われて、つまるところは経済力だ、GNP だという議論に長い

間、戦後日本人は慣れている。力とはそれほど単純なものではないとは言うものの、やは

り力の変動の根底にあるのは経済の動向であるという考えは、否定し難いようである。従

来のパワー・シフト論で、例えば、古典的なオーガンスキーの議論でも、力のシフトの原

因として経済が念頭にあった。 

 

（２） 中国の「近代化」と力の源泉 

中国の、例えばアメリカに対する関係について語られる場合、両国の経済情勢の近年に

おける動向がその背景にあることは、半ば自明のこととされている。一方における中国経

済の目覚ましい近代化があり、他方には諸困難を抱えたアメリカ経済（特にリーマンショ

ック以後）がある。そのことが、安全保障にどう影響するかの も見やすい兆候は、中国

の軍事予算の急速且つ持続的な拡大傾向と、財政難の結果としてのアメリカの国防予算削

減という事実である。ほぼ同じことが、日中関係についても当てはまる。 

一定の期間内の傾向をそのまま延長して将来を予測するいわゆる外挿法を不用意に適用

することは、この際も慎むべきであろう。現に、中国経済の見通しについても「中国が米
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国を追い抜く日は来ない」と説く専門家もいる（津上俊哉『中国台頭の終焉』）。とすれば、

中国経済の高度成長が今後も続くということを前提として言われているパワー・シフト論

も留保付きで受け取る必要がある。 

だが、自分にとって都合の良い方向で考えたがるのも、人々の陥り易い過ちであるので、

少なくとも、この先１００年は、中国の経済力とそれに基づく国力の伸張が続くという前

提で組み立てた我々の分析と提言は、理のあるものと称して差し支えないであろう。 

より大きな歴史の流れに関連づけて見ると、先進工業諸国が脱工業化（ポストモダン化）

する一方で、途上国の工業化（≒近代化）が進むという２０世紀の（そしてしばらくは２

１世紀にも持ち越されるであろう）趨勢の突出した事例として、中国の台頭は理解すべき

であろう。BRICS や、G２０というものが関心を惹きつつあることから分かるように、西

欧中心の「近代」が変貌しつつあるのを今、人々は目にしているのである。 

 しかし、中国の台頭が意味するところは、そのような一般化では捉え切れないものを含

んでいるように思える。ここで、我々は、歴史と地理に於いて中国が占める独特の位置に

注意を向けなければならない。 

 

（３）中国文明と歴史観 

 フェルナン・ブローデルの言葉を借りれば、「中国文明が今経ているのは、その極めて長

い歴史上、 も大きく、 も激しい人類の実験」である。その実験とは、「多岐に亘る多様

な社会的・経済的・政治的・知的・道徳的再編」、つまり、事物、人間、階級を、そして可

能ならば、外の世界を、中国の意志によってつくられた新しい状況に従わせること」なの

である（ブローデル [1995: 234]）。我々が特に関心を抱くのは、上の引用文の 後の部分、

即ち「外の世界を、中国の意志によってつくられた新しい状況に従わせること」について

中国がどのような考えを現在持っているのか、そして将来持つようになるのかである。中

国文明の中で育ち、しかも、広い国際的視野から中国について透徹した考察を示している

歴史家ワン・ガンウー（元香港大学学長）によれば、中国は、国内の所得格差を始め、善

良な統治を行うために克服すべき問題が山積しており、加えて、中国経済はグローバルな

環境の中にあり、あらゆるレベルで国際ルールに従って、行動するように促されているの

で、「国際関係における行動や対話の規範が西洋によって設定され、１９世紀西洋文明の侵

略的、拡張主義的勢力によって世界中に広められたことを熟知」してはいるが、今日の中

国は、「総体的には、近代国家システムによって設定された国際規範を支持し、それを強化

して近隣地域の状況に適用していくことに貢献する決意と意欲を有していることを示す十

分な証拠がある」とされる（ワン [2007: 152]）。無論、それは、他国、とくにアメリカと

日本が、中国にどう対応するかにも懸かっているとワン・ガンウー教授は注意深く指摘す
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るのを忘れてはいない。中国人の「文化的自尊心」、「文明のナショナリズム（ブローデル 

[1995: 242]）、「西洋人に復讐したいという中国の欲望」（ブローデル [1995: 246]）は無視

できない要因である。 

 

（４）地政学的位置 

 誰しも気づくように中国は地球上の大きな部分を占め、その国土が、北はロシア・モンゴ

ル、西は中央アジア諸国及び西南アジア、南は南シナ海と東南アジア諸国、東は東シナ海

と北東アジア諸国（朝鮮半島と日本列島、そして台湾）と隣接している。従って、中国の

動向によって影響を受ける関係諸国や地域は数多いが、その中でも、2010 年代に 大の関

心を集めるのが、東シナ海と南シナ海とである。ここが、目下世界政治の要（pivot）とな

っている事情については、坂元論文が意を尽くしているので改めての詳説を要しない。ワ

ンガンウーが説くように、長い歴史の大部分を通じて北方の外敵への対応に専念して海洋

事業に乗り出すことを躊躇してきた中国が今や東と南に関心を向ける時が来たが、それは

また、地球全体が相互依存の網の目で密接に繋がるようになってきた時代でもある。これ

を言い替れば、国際社会に生きる全ての国々にとって海洋の自由と安全保障がとりわけ重

視される時代の到来である。 

 

（５）中国はそもそも「国家」なのか 

このような問い掛けをする論者が今も居る（橋爪・大澤・宮台 [2013]）。この問いは、古

くしてまた新しい。人口の圧倒的多数を占める「漢族」だけで説明できないという特有の

「民族」構成との関連で、近代的なネーション・ステートの概念に収まり難いという良く

言われる意味においてのみでなく、ガヴァナンスの在り方において、「普通」でないという

意味からである。stateness といういささか捉え難い概念を敢えて持ち出すのを許していた

だければ、かつてはその stateness の少なさが（例えば１９３０年代の国際連盟による「満

州問題」の処理の難しさは、一方の当事者である当時の中国の主権国家としての未熟さに

あった）そして今やその過剰さ（敢えて言えば「軍国主義」化）が、普通の国家間の関係

の成立を困難ならしめている。台湾やチベットの問題も含めて、今後の中国の「国のかた

ち」は重要な未知数である。 

 

３ 「逆説の集積地」としての日本 

歴史と地理に関連した多くのジレンマを抱えている点では、日本も、中国に劣らない。中

西寛氏に従えば、日本は現代世界に存在する様々な逆説の集積地である。このテーマをめ

ぐる文明論的な考察は数多くあるが、ここでは、これ以上は立ち入らない。ただ、今日の
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中国の「近代化」に伴う諸困難は、我々から見ると「既視感」に襲われざるを得ないもの

が多いということにだけ言及しておく。例えば、pm2.5 のような北京の大気汚染は少し前

の東京の光化学スモッグ騒ぎを想起させるといった身近な例から、あらゆる場面で「西欧」

との対決を迫られる近代アジアの知識人の精神的苦悩といった深刻な例に至る迄、多種多

様な事例がある。日本がかつて歩んだ道を、今の中国が歩んでいる。その意味で、共に腹

を割って語り合うべき多くのものを持っているはずの日中両国の間で、稔りあるコミュニ

ケーションが、乏しいのは、両国民の大なる不幸である。それこそが、真の意味での「歴

史認識」の共有であろう。この場合も「外国の政府や政治家がいかに善意と理想主義の意

図からであれ、中国のような大国に対して指図したり、判決を言い渡すかのような態度を

取るのは、極めて、非生産的な結果を招く」というワン・ガンウーの警告は念頭に置く必

要がある。（ワン [1995: 144]） 

 

４「戦略のパラドックス」と戦略的柔軟性 

 以上の考察からも分かるように、台頭しつつある中国にどう対応すべきかというのは、

きわめて複雑な難問であって容易に解答が出ない。しかし、振り返って考えてみれば、そ

もそも戦略的コミットメントとは、パラドキシカルなものである。互いに競い合う関係の

中で、将来について何らかの予測を立て、それに基づいて、一定の選択を行うのが、戦略

である。だが、予測は原則的に完全を期し難い。多かれ少なかれ不完全な予測に基づいて

ある行動を選択しなければならないのが普通である。予測の間違いから来る好ましくない

結果を 小限に食い止めるには、戦略をたえず見直し必要に応じて変更する能力、即ち戦

略的柔軟性が必要である。予測が長期に関するものである場合は、より不確実性は大きい。

組織の上層（政策決定者）は長い時間軸に責任を負い戦略的不確実性に目を配り、より低

い層（現場）は、もっと短い時間軸に責任を負い、すでになされたコミットメントの着実

な遂行に努力を傾注する（レイナー [2008]）。過去の実績に照らしてみると、ビジネスの世

界は兎も角、国家戦略において、後者は得意だが、前者（長期的戦略）に弱いのが、日本

人である。 

 すでに述べたように、2010 年代を見通す我々の作業は、中国経済がこれ迄の勢いで伸び

続けるという予測の上に立っているが、その予測が合っていると頭から決めてかかって、

徒に悲観論に陥るのは、無意味である。だが、日本の安全保障のために不都合なシナリオ

を考慮から排除した楽観論はもっと危険である。 

 

５ 外交・安全保障政策コミュニティ 

 後に政策決定の責任を負う人々と我々の関係について述べておきたい。政策決定の中
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枢から一定の距離を取りながら、内部にいる人々を観察し、機会があればかれらに助言す

るという立場に我々は、身を置いている。政策決定過程に関する専門家が言うように、学

者，研究者、専門家などは、政策決定の中枢に居る当局者と一般人（外部の人々）との微

妙な中間に位置している（  “outside of government, but not just looking in” Kingdon 

[2011]）.  つまり、戦略的コミットメントの責任のない、我々のような存在は、戦略的コ

ミットメントの責任を負う人々（なかでも長い時間軸に責任を負う政府の 高レベルの当

局者やその補佐に当たる官僚）に対して語り掛ける気持ちで、このような「報告書」を書

いている。そして、マスメデイアや国民の中の関心層（attentive public）をも読者層とし

て想定している。政策決定者からここ迄を含む人々からなる外交/ 安全保障政策のコミュニ

ティが対話の相手である。 

 

６ 歴史の流れの中で考える 

 以上に述べてきたことを、少し違った言い方で、言い直してみることで、この章を閉じ

る。政策決定者は歴史をどう使うべきかを主題とする本（Neustadt and May [1986]）から、

少し引用しておく。 

 歴史の流れの中で考えることの本質は、未来を、未来が過去になることがあるというよ

うに想像することである――それはある程度理解できる連続性をもつが、しかし、驚くほ

ど充分に複雑であり、強力である。その習慣を身に付けている人は、それによって、『問題

解決』に用心深いのである。絶望せず、疑い深くもなく、まさに用心深い」。「いやしくも

予測可能であるにしても、予想外で予測することが非常に難しい非連続性が含まれている、

どちらの兆候が現われるかについて現在を見守り、もしくは、さらに両者を改良すること

を学んだ人は、歴史の流れのなかで考えることを学んできたと言ってもよいだろう」（引用

は、臼井久和他 [1996: ]）。 

 複雑で、非常に難しい非連続性が含まれている未来について予測しながら、今後の日本

の安全保障戦略、防衛戦略に取り組もうとする政策決定の当事者たちに、我々の報告書が

多少とも役立つことがあれば、望外の幸せである。 
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