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皆さん、こんにちは。オンライン公開イベントをご覧いただき、ありがとうございます。ハドソン研

究所研究員の村野将です。本日は、日米両国の国家安全保障・防衛政策の専門家4名をお招

きしてイベントを開催することができ、大変光栄です。この数ヶ月間、日米両国では様々な外交

イベントが行われてきました。3月にはブリンケン国務長官とオースティン国防長官がそろって来

日し、茂木外務大臣、岸防衛大臣と2＋2を行いました。また、4月には菅総理大臣が外国首脳

として初めてバイデン大統領と直接首脳会談を行いました。これらの会談を経て、日米同盟は

中国との戦略的競争のスタートラインに立ったと言えます。 

 

これに先立ち、バイデン政権は就任後の非常に早い段階で「国家安全保障戦略の暫定指針」

を発表しています。この指針に基づき、バイデン政権は世界規模での米軍の態勢見直し

（global posture review）などの各種戦略・地域政策見直しの結果を総合的に勘案して、今年末

から2022年までに正式な国家安全保障戦略（NSS）と国家防衛戦略（NDS）を策定することにな

っています。NSSの暫定指針や日米共同声明によると、日米両国は、防衛、軍事、経済、技術、

国際的な公衆衛生、気候変動、民主主義など、非常に広範な問題に対処しようとしており、こ

れらはすべて安全保障上の課題として認識されています。しかし、時間とリソースの制約がある

中で安全保障概念を拡大すると、トレードオフが生じ、政策の優先順位付けが複雑になること

は避けられません。 

 

今回の一連の文書の成果の一つとして、中国の強制的な現状変更行動を批判し、台湾海峡の

平和と安定の重要性を確認したことが挙げられますが、両国の間には、より詳細に議論する必

要のある難しいテーマが多く残されています。その中には、世界規模での米軍の態勢見直しが

インド太平洋地域に与える影響や、地上発射型ミサイルの配備オプション、日本独自の攻撃能

力のあり方、グレーゾーンから核レベルに至る一貫したエスカレーション対抗戦略、Joint 
Warfighting Concept、米軍と自衛隊の役割・任務・能力の再定義などが含まれています。この

ような複雑な課題に対処するために、米国と日本はまず2つのことをする必要があると考えてい

ます。1つは、NSSとNDSの間に一貫性を持たせること。そしてもう1つは、日米同盟の戦略をさら

に統合することです。この二重の戦略的連携こそが、限られた時間とリソースを有効に活用し、

競争力を高めるための鍵になります。 

 

そこで、このオンライン公開イベントでは、日米両国の国家安全保障・国防戦略の策定に深く関

わってきた政策専門家が、戦略的競争の時代に日米同盟の戦略的連携をさらに深めるための

課題や新しいアイデアを議論したいと思います。 

 

それでは、本日のパネリストをご紹介いたします。まずは、ナディア・シャドロー博士です。シャド

ロー博士は、現在ハドソン研究所の上席研究員を務めていますが、それ以前は、戦略担当の
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国家安全保障次席補佐官として、マクマスター将軍とともに2017年版のNSSの策定を主導しま

した。 

 

続いて、エルブリッジ・コルビー氏です。コルビー氏は、現在マラソン・イニシアティブの共同設

立者兼代表を務めていますが、それ以前は、戦略・戦力開発担当の国防次官補代理として、

2018年版のNDSの策定を主導しました。また、2017年版のNSSの策定においては国防省の代

表を務めています。 

 

続いて日本からは、高見澤將林大使です。高見澤大使は、昨年までジュネーブ軍縮会議日本

政府代表部大使を務めておられました。それ以前には国家安全保障局次長などを歴任され、

2013年に日本で初めて策定されたNSSにも携わっています。 

 

最後にご紹介するのは、高橋杉雄氏です。高橋氏は、防衛研究所で政策研究部防衛政策研

究室長を務めていますが、以前は防衛省戦略企画室にも兼務され、2010年と2013年の防衛大

綱（NDPG）の起草に関わった経験をお持ちです。 

 

では最初のテーマとして、8分間で各パネリストに共通する質問にお答えいただきたいと思いま

す。次のNSSやNDS、防衛大綱において最も重要なアジェンダは何でしょうか。まずナディアか

らお願いします。バイデン政権やNSSの暫定指針についての印象も併せて伺えればと思いま

す。 

 

ナディア・シャドロー ： 

ブリッジのような古い友人や新しい友人と一緒にこのパネルに参加できて、本当に嬉しく思いま

す。このような機会を与えていただき、本当にありがとうございます。バイデン政権が暫定的な

NSSを発表したことは興味深いことだと思います。というのも、自分たちの考えやアイデアを聴衆

に試してもらい、どこに批判が集まるか、どこが支持されるかを、共和党や党内の異なる立場に

いる人々との考えを見極めることができるからです。これは、政権の官僚としてスマートな行動

でした。 

 

バイデン大統領とトランプ前大統領の間には共通点が多いようには見えないかもしれません

が、実際には3つの共通点があります。 
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1点目は、中国についてです。どちらの政権の文書も中国に関してはかなり似ています。バイデ

ン政権は、中国を「経済的、外交的、軍事的、技術的な力を組み合わせて、米国に持続的な挑

戦を行うことができる競争相手」と呼んでいますが、これはブリッジと私が担当した2017年のNSS
から引用したものかもしれません。2点目は、貿易問題についてですが、これも多くの共通点が

あります。米国の労働者のために立ち上がること、国際経済のルールが公平で米国に不利に

ならないようにすること、などの文言があります。違法な貿易慣行がないようにするという表現も

あります。もし誰かにこの文章を無記名で渡したら、おそらく「これは非常にトランプ的だ」という

反応が返ってくるはずです。そして3点目は、トランプ政権の戦略のように、国内の経済発展と

国際的な経済発展をリンクさせていることです。 

 

バイデン大統領はその枠組みの中で「Build Back Better」という言い方をしています。トランプ政

権は「アメリカ・ファースト」という言い方をしていましたが、これは米国の労働者や米国民が国際

システムのルールによって不利益を被らないようにする必要があるという意味です。これらの3点
は共通しています。しかし、異なる点もあると思います。それはバイデンの戦略は、より多国間

的な表現を使っているということです。彼らは多くの場所で多国間主義を強調し、国境を越えた

脅威を強調しています。ですが、これはいつも少し奇妙に感じます。なぜなら、ほとんどの脅威

は特定の勢力によって引き起こされるからです。これらの脅威や課題の背後には実体がありま

す。それに、気候変動などの重要な分野で中国と協力し、その他の問題点を解決することの難

しさを過小評価していると思います。 

 

NSS暫定指針では、これがおそらく彼らが望むよりも難しいものになるということを強調していな

いように思います。加えて、軍事力、経済力、外交力の繋がりを弱めているように思います。とい

うのも、外交を第一の手段として強化すると明示することで、他の力の要素と統合されないこと

を示唆しているからです。この点についてもよく考える必要があると思います。最後に、私が見

つけた興味深い点は、この文書のどこにもグローバリゼーションについて書かれていないことで

す。これは、おそらく最初の章に書かれるべきだったのではないかと思います。以上です。あり

がとうございました。 

 

村野将： 

ありがとうございました。NSS暫定指針について非常に包括的なレビューをしていただきました。

次はブリッジに伺います。あなたからすれば、バイデン政権のNDSが取り組むべき最優先課題

が中国との戦略的競争であるということは疑いないですよね。では、もしもう一度NDSを主導する

立場に戻るとしたら、2018年のNDSからどういった点をアップデートしたいですか。それは現政

権の戦略プランナーたちが進めている方向性と同じと言えるでしょうか。 
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エルブリッジ・コルビー： 

村野さん、親切な紹介をありがとうございます。また私の素晴らしい友人で一緒に仕事をしてき

たナディア、そして高橋さんや高見澤大使と一緒にお話しできることを素晴らしく思います。お

会いできて光栄です。私が思うに、トランプ政権とバイデン政権には実質的な継続性があるよう

に思います。バイデン政権は、中国を「脅威」と「優先課題」に指定し、インド太平洋地域に焦点

を当てています。これは良いことだと思います。しかし、これは見かけほど安心できるものではあ

りません。というのも、今の脅威は非常に深刻であり、これを無視するにはほとんど故意に無知

である必要があるからです。その意味でも、私は2018年版のNDSについては、あまり自画自賛

すべきではないと思っています。つまり、6、7年前に（オバマ政権で国防副長官を務めた）ボ

ブ・ワーク氏が言ったことをもっと徹底して実行していれば、もっと良い状況になっていたはずで

す。実際、戦略的方向性については、ボブが2015年頃から、あるいはその少し前から着手して

いたもので、2018年のNDSはそれを加速し、深めようとしたものでした。 

 

しかし、その進展状況は私が期待していたより遅いというのが現状です。（直近までインド太平

洋軍司令官を務めていた）デビッドソン提督が言ったように、状況はすでに深刻であり、益々深

刻になっています。なので、トランプ政権からの継続性が見られるのは良いことだとしても、まだ

シャンパンを飲み干す時期ではありません。こうした事情を踏まえた上で、2018年のNSSに含ま

れている要点をもう一度強調したいと思います。そして、政権の置かれている状況について、い

くつかコメントします。 

 

まず私が強調したいのは、防衛における拒否（denial）戦略の重要性についてです。これは特

に台湾について当てはまります。私が台湾についてよく言及するのをご存知の方も多いと思い

ますが、私が台湾防衛について何度も語るのは、台湾が米国の防衛境界線の中で最も露出し

た脆弱な部分だからです。そして好むと好まざるとにかかわらず、台湾は我々の防衛線の中に

あると信じています。日本政府がこの点を明確にしたことは称賛に値します。台湾の防衛は、非

常に基本的な地理的・軍事的観点から見ても、日本の防衛に不可欠であることは明らかです。 

 

もし台湾が中国に従属することになれば、人民解放軍は太平洋の真ん中まで自由に軍事的ア

クセスができるようになるとともに、日本を東南アジアや南シナ海から切り離すことができるように

なり、さらには東部からも切り離すことができるようになります。そうなれば、日本の軍事的状況

は劇的に悪化し、日米双方にとって最悪の事態となります。現在、ヒックス国防副長官は公聴

会で拒否防衛について表明し、上院では（政策担当国防次官に指名されている）コリン・カー

ル氏も同様の表明をしています。少なくとも国防省のチームは正しい考え方を持っていると思

います。しかしながら、それを実行するのと、単に言うのとでは同じではありません。先日、ホノ

ルルでオースティン国防長官が統合的抑止力に言及したのを見て、少し気になったことがあり
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ます。私は、最良の抑止力とは、侵略を阻止する「拒否」だと思っています。我々には、賢く理

論的なことを言っている時間も余裕もありません。我々は要領よく行動する必要があります。 

 

（新インド太平洋軍司令官の）アキリーノ提督やオースティン国防長官も同じことを言っています

が、我々は本当にしっかりと集中しなければなりません。2つ目のポイントは、2018NDSは、私が

期待していたほど同盟関係を新しいモデルに発展させられなかったということです。これはバイ

デン政権が言っていることとは少し違うのですが、最終的にはそうなるかもしれません。またナ

ディアの指摘にもあるように、同盟国については、これまで何度も同じような議論がなされてきま

した。バイデン大統領は同盟をとても称賛しています。トランプ大統領は同盟国に対して非常に

厳しかった。また別の意味においてですが、オバマ大統領も同盟国に対して非常に辛辣だっ

たという、ある種の復古的な側面があります。我々には同盟国からの支援が必要だというのは事

実です。我々が相手にしているのは、米国が誕生して以来、国際システムの中で圧倒的に強

力な国家です。ですから、我々だけではどうすることもできないのです。 

 

だからこそ、同盟国にはもっと協力してもらう必要があります。好むと好まざるとにかかわらず、

我々は新しいモデルに移行する必要があり、それは早ければ早いほどよいのです。そしてそれ

は、特にアジア太平洋地域において、より統合されたモデルを意味すると思っています。例え

ば、在日米軍と防衛省がなぜ別々になっているのか、私には理解できません。日米は、米韓連

合司令部に近いものを作るべきだと思います。つまり、不必要に重複したものにリソースや時間

を注ぎ込んでいる余裕はありません。これはとても重要なことです。状況があまりにも切迫してい

るため、このようなことを議論する段階はとっくに過ぎてしまいました。 

 

もう1つのポイントは、厳しい選択をちゃんと実行してほしいということです。NDSではそれをチャ

ートに示そうとしましたが、残念ながらここ数年は不完全なものに終わってしまいました。アジア

を第一に考えるというのは、何よりも戦略的な優先順位付けなのです。欧州はその次です。中

東はできるだけやらないほうがいい。アフガニスタンに関しては、大統領は正しい判断をしたと

思います。サウジアラビアとクウェートからは米軍を撤退させるべきだと思います。イランの脅威

が高まってきた場合には、（サウジとクウェートの駐留がなくとも）必要に応じていつでも砂漠の

嵐作戦のようなことは実行できます。しかし、人民解放軍が台湾に対して本気になった場合に

は、既成事実を覆すことはできません。最終的なNSSがどのようなものになるかは見守りたいと

思います。 

 

バイデン政権はレガシー戦力（時代遅れになった戦力）について良いことを言っていると思いま

すが、我々は何年も前からレガシー戦力の退役について議論してきました。それでもこの問題

がまだ解消されずに残っているということは、レガシー戦力とは何かについての見解が異なって
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いるわけで、すぐに解決できたり、解決しやすい課題が山ほどあるわけではありません。ある日

突然、指を鳴らした瞬間に新しいモデルに移行できるわけではないのです。それがうまくいくか

どうかわからないし、5年後、10年後に大きなギャップを作るわけにもいきません。第3のオフセッ

ト戦略で提示されたものが実用化されるのを待っているわけにはいかず、この10年間でなんと

かしていく必要があります。ですから、意味のないものは廃止することには賛成です。ただし、

古くなっていても、意味のあるものもあります。例えば、B-52は非常に効率的であり、新しいエン

ジンへの換装や配線の改修などが行われています。B-52は多くのミサイルや爆弾を発射するこ

とができるため、今後も維持していくことになるでしょう。それから、十分な国防予算を提供して

ほしいと思います。私は国防予算上限についての神学論争に踏み込むつもりはありませんが、

一歩下がって世界を見てみると、過去30～40年間にわたって、毎年国防費を6～10％増加さ

せている中国を相手にしている以上、我々も十分な予算を用意する必要があります。我々は十

分な予算が必要であるにもかかわらず、それらの多くを中東や必要のない軍に浪費してきまし

た。これは重要なことです。 

 

日米関係については、多くの報道で言われている以上に問題があると思っているのですが、こ

の点についてはまた後で申し上げたいと思います。 

 

村野将： 

ありがとうございました。あなたに同意できる点がたくさんあります。後でもっと掘り下げてみたい

と思います。では次に、日本側がこれらの論点をどのように捉えているかをお聞きしたいと思い

ます。高見澤大使、日本の国家安全保障戦略が策定されてから約7年が経過しました。日本は

いつ国家安全保障戦略を見直すべきでしょうか。そして、その戦略を更新するためには、何に

重点を置くべきでしょうか。また、バイデン政権のNSS暫定指針が日本の戦略に与える影響があ

るとすれば、それはどのようなものでしょうか。 

 

高見澤將林： 

お招きいただきありがとうございます。また、我々の戦略の今後について議論するために集まっ

たパネリストの方々にも感謝しています。まず、バイデン政権が発表したNSS暫定指針の意義に

ついてお話しします。アジア、特に対中国政策に継続性が見られることはとても良いニュースで

す。トランプ政権のNSSとバイデン政権のNSS暫定指針の間には多くの共通点があり、アジア諸

国が米国と協力する上での安心感に繋がっています。私が感じたのは、次の3点です。第１に、

米国のリーダーシップを強調していること。これは非常に重要です。第2に、民主主義に支えら

れた国際秩序を尊重するとしていること。ただ、これは情報戦時代における脆弱性でもありま

す。そして第3に米国が強調しているのは、自信と強さを持った上で課題に取り組んでいくこと
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の重要性です。これは重要なことですが、日本の立場からすると、我々は自信とともに現実を踏

まえた上で物事に取り組んでいくということが重要になります。 

 

これは日米間の違いとなって現れています。中国に関して言えば、日本の国家安全保障局は

米政権に対して、中国がしていること、これまでしてきたこと、彼らが約束したにもかかわらず、

やっていないことをよく見るように説明し続けてきました。日本にNSCと国家安全保障局が設置

されて以降、日米間や地域の他の国々との間で非常に良い話し合いが行われてきたと思いま

す。その結果、現在の対中戦略は、二国間や国際的にだけでなく、省庁間でもよく練られ、組

織化されたものになってきているはずです。そういう意味で、2017年のNSSは、我々が今後取り

組むべき良いベンチマークになると思います。 

 

また、このタイミングで米国は対中政策を継続する意向を明確にしたと思います。トランプ政権

とバイデン政権とではスタイルは大きく異なりますが、重点は同じでしょう。ただ、トランプ政権と

大きく違うのは、バイデン政権は多国間主義を重視していることです。日本は2018年に（2013
年に策定された）日本版NSSの政策レビューを行いましたが、その評価の中で重要なポイントが

2つありました。1点目は速度の変化についてです。例えば、勢力均衡が変化する速さはどんど

ん加速しています。2点目は米国の不確実性についてです。私はこれに全て同意するわけで

はありませんが、少なくとも多国間主義（の軽視）は懸念されていますし、中国のキャンペーンも

懸念されています。トランプ政権のアメリカ・ファースト的なアプローチは、中国が米国を批判す

るための格好の口実になっています。 

 

しかし、米政権はアジア、特に中国に関しては非常に良い仕事をしてきたと思います。これから

重要なのは、中国にどう対処していくかです。対中戦略の継続性はこの地域の多くの国々にと

って本当に歓迎すべきことですが、そこには様々な課題が残されています。 

 

第1は、どのように戦力構成の強化と合理化を図るべきかという点です。人員の維持にかかるコ

ストが増えている中で、規模を拡大し、持続可能性を高めるにはどうすべきか。そのためには、

現在の状況を客観的かつ現実的に評価し、どのような分野を強化する必要があるのかを考え

なければなりません。これは客観的な方法で行われるべきで、日米共同での評価が非常に重

要になります。冷戦期の真っ只中において、日米はシーレーン防衛に関する共同研究を行い

ました。これは、力を合わせて意見交換を行い、どのような分野に優先的に取り組むべきかを検

討する上で非常に有効でした。今日にもこのような新しい演習が必要とされています。そして、

その焦点は台湾と朝鮮半島であるべきです。台湾はそれ自体が非常に重要な地域ですが、尖

閣、台湾、南シナ海は一つのまとまった戦略的地域であり、中国共産党のいわゆる核心的利益

に関連するものです。それゆえに、我々が注目すべき重要な分野だと思います。また関連し
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て、拡大抑止の役割と限界についても現実的に考える必要があります。核を含む拡大抑止が

重要であることに変わりはありませんが、同時にそれには限界があることも認識しておかなけれ

ばならないということです。抑止力の性質は急速に変化しており、中国は情報戦を行ったり、民

主主義の脆弱性を突こうとしてきています。これは本当に難しい問題です。 

 

第2に、こうした難しさを踏まえて、強靭かつ効果的で、持続可能な、包括的な運用態勢と枠組

みを構築する必要があります。我々には2+2の枠にとどまらない、（伝統的な）安全保障と防衛

を超えた枠組みが必要です。日本版NSCや国家安全保障局の設置は非常に大きな変化をもた

らしましたが、台湾問題や情報戦、新たな抑止のあり方といった新たな課題に対処するには十

分ではありません。次期NSSでは、サイバー、宇宙、情報戦、経済など、必要な対策の様々な要

素を統合したものにすることが必要と考えています。中国は、経済と安全保障の長期的な繋が

りをよくわかっており、非常に包括的な安全保障概念を用いて、よく組織された方法でそれを実

践しています。彼らはそれを推し進める力を持っているのです。しかし、我々にはそれを推し進

めるのに適した力はありません。民主主義国家にとって、物事をどう実践するかは非常に大きな

課題です。私は、情報戦を監視し、これに対処するための活動を行うために、24時間365日体

制のシームレスなデスクを設置する必要があると考えています。日本では、厚生省や産業経済

省など多くの省庁が参加する2+2の枠組みを超えて、何らかの調整メカニズムを確立する必要

があります。そのためには、ある種の総合力の調整センターを設立する必要があるでしょう。こ

れが基盤となるはずです。これからの戦略では、変化する世界の中で新たな抑止のあり方や新

たな課題に対処するために、戦略を真に統合していくことに集中する必要があります。 

 

第3は、すべての利害関係者の強みを活かし、リソースの限界にどう立ち向かうかということで

す。一つの答えは、我々が既に持っているけれども十分に活用しきれていない強みやシステム

の活かし方を見出すことです。こうした観点では、個人のエンパワーメント、産業基盤、国際的

な力をいかに活用できるかが非常に重要になると思います。これらをどのように動員するかを考

えなければなりません。またCOVID-19に対処する中で、国力の様々な要素を統合する上での

日本の脆弱性や弱点が浮き彫りにされています。例えば、中央政府と地方政府の間にどのよう

に良い関係を築くかといった問題や、安全保障の重要性と表現の自由や人権などの問題とを

どのように取り扱うかという問題です。日本は、システムと実行を調和させることが得意ではあり

ません。プライバシーなどを気にしすぎている人が多くいます。これは、サイバーセキュリティや

その他の新たに生じている問題にも関連することです。我々は過去を振り返るだけで、新しい

問題に正面から向き合おうとしない傾向があり、それが戦略の弱点になっている面があります。

このような問題に取り組んでいく必要があります。 

 

また、国際的な経済システムも重要です。米国や欧州と協力して、強固な国際的な自由で開か

れた経済統合システムを維持していかなければなりません。このように、いろいろなことがありま
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すが、現政権にはこれらの分野に注力してもらいたいと思っています。しかし、現実的な課題と

して、2021年には衆議院総選挙が、2022年には参議院選挙があります。これまでは、日本はあ

る種の政治的安定性を享受してきましたが、将来の安定性については確信がありません。重要

なのは、NSSを含む政策課題を明確にし、そのレビューを行うこと。そして来年に向けて（今か

ら）議論を行い、策定作業を進めることです。私は、政治指導者たちが、何をすべきかという意

図を明確にしてくれることを望んでいます。意識を高め、危機感を持つことは、我々が取り組む

べき本当に重要なことだと思います。ありがとうございました。 

 

村野将： 

どうもありがとうございました。非常に包括的で、要点と提言を網羅していただきました。高橋さ

ん、お待たせしました。高橋さんには、防衛戦略に焦点を当ててお聞きしたいと思います。先日

の日米2＋2や首脳会談の共同声明では、次の防衛大綱を策定するにあたり、日本自身の努

力の重要性が強調されましたが、日本が防衛力の面で最も注力すべき点は何なのでしょうか。 

 

高橋杉雄： 

まず、このような場を設けていただいたことに感謝したいと思います。また、かつての上司や長

年の友人、それに新しい友人とご一緒できて嬉しく思います。さて、戦略のプロセスについて考

える際、私はいつもドワイト・アイゼンハワーが述べた――「計画（plan）は役に立たないが、計

画立案（planning）は不可欠だ」―−という有名な言葉を引用することにしています。これは常に

真実であり、日本の防衛戦略の見直しプロセスを再開する際にも、この言葉を当てはめることが

できると思います。 

 

村野さんからは、防衛戦略について話してもらうよう言われましたが、それより先に国家安全保

障戦略についても少し言及させてください。高見澤さんがおっしゃったように、今我々がすべき

こととして、ビジネス・セクターを計画立案プロセスに統合することが重要になっています。日本

と中国の戦略的競争は非常に多岐に渡ります。だからこそ、我々は戦場だけでなく、より包括

的なフィールドで優位に立つ必要があるのです。しかし日本では、ビジネス・セクターが異なる

戦略的見解を持っていることが一つの問題になってきました。そのため、我々はある問題につ

いて、なぜ我々が心配しているのか、そして何を心配しているのか、なぜ彼らの協力が必要な

のかといった諸点をしっかり説明して説得し、包括的な計画立案プロセスに組み込み、一元化

していく必要があります。これまでは、彼らには彼らの戦略、我々には我々の戦略があり、我々

の戦略を彼らに説明しても「ああ、それがあなたの戦略なのですね」というだけの関係でした。こ

の分断は非常によくありません。したがって、これらを国防戦略のプロセスではなく、より上位の

国家安全保障戦略のプロセスに統合する必要があります。これは、今後の見直しプロセスにお

いて、非常に重要な要素の一つと言えます。 
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防衛戦略に関して言えば、我々の焦点をグレーゾーンの問題からより上層のエスカレーション

の問題に移していく必要があります。2010年、2013年、2018年と続いてきた日本の防衛大綱

は、基本的にはグレーゾーンやハイブリッド戦争に注目し、そこからのエスカレーションをどう管

理するかという点を重視していました。同時期の米国のQDR（4年毎の国防見直し）やNDSにも

似たような傾向があったと思います。これらが2010年代の戦略プロセスの中で優先されたテー

マでした。しかしブリッジが述べていたように、今日の状況は非常に悪化しています。したがっ

て、グレーゾーンや下層のエスカレーションの問題から上層のエスカレーションの問題へと焦点

を移す必要があります。 

 

しかし、ここにはいくつかの問題や課題を抱えています。1つはリソース、もう1つは我々の心理

の問題です。リソースの制約は、日本の最大の課題と言っても過言ではありません。20年前を

思い出してみると、当時日本は東アジアにおける防衛費のシェアのうち、約40％を占めていま

した。ここで言う東アジアとは、中国、韓国、台湾、日本のことです。1998年から2000年まで時期

には、これらの国の間における日本が占める防衛費のシェアは40％近くもあったのです。しか

し、それが今では約16％にまで減ってしまっています。つまり、日本の防衛費はずっと横ばいで

あったにもかかわらず、東アジアにおけるシェアはかつての半分以下になってしまっているので

す。これはつまり、この20年で中国や韓国の防衛費がその分拡大したということを意味していま

す。またデータの制約上、北朝鮮はここに含まれていませんが、1988年の北朝鮮の経済状況と

現在の状況とを比較して彼らを加えた場合には、日本のシェアはさらに下がるはずです。した

がって、日本は単に横ばいの防衛費を維持するだけでなく、この地域の防衛費に占める割合

が縮小し続けている状況を逆転させる必要があります。これは非常に深刻な課題です。そのた

めには、日本の納税者に、なぜ防衛費を大幅に増やさなければならないのかを理解してもらう

必要があります。これは私を含めた日本の戦略家の仕事です。今日までの減少傾向は、我々

がこれまで国民にその必要性をちゃんと説明できてこなかったことを反映しているとも言えま

す。しかし我々は、政策サークルや納税者に対して、なぜ防衛についてもっと真剣に考える必

要があるのか、なぜ防衛費を少なくとも倍に増やす努力をする必要があるのかを説得する必要

があります。 

 

次に、より上層のエスカレーションの問題に対処するためには、我々の心理が障壁になります。

ここで言う「我々」の中には欧米の人々も含んでいます。戦争の問題について議論するとき、欧

米や日本の戦略家の中では、エスカレーションの回避が最優先だというコンセンサスがあるよう

に思います。しかし、この考え方は適切ではないと考えています。危機に直面したときに、エス

カレーション回避を最優先事項にしてしまうと、相手の「エスカレーション抑止（escalate to de-
escalate）戦略」にうまく対処することができなくなるからです。挑戦者側は、我々の対応をエスカ

レートさせないように、意図的にエスカレーションを仕掛けてきます。だとすれば、我々がエスカ
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レーションしないことを強いられるということは、我々が単に後退を強いられることと同じことなの

です。したがって、我々は考え方を変える必要があります。抑止というのは、非常に逆説的なも

ので、我々にもエスカレーションの準備ができていなければ、相手からエスカレートしないよう強

制されるか、引き下がることを余儀なくさせられてしまいます。しかし、エスカレーションの準備が

できていれば、抑止力を強化することができます。 

 

このような状況では、エスカレーションに備えるために必要なことは、紛争が起きたときに戦って

勝利するための態勢を持っておくということです。これが、我々の考えを変えるために必要なこ

とです。米国の友人の中には時々、エスカレーションを避けるために中国本土を攻撃すべきで

はないとか、中国本土を攻撃すればすべてがエスカレートしてしまうので、そうすべきではない

と言う人がいます。これはかなり悪い考え方です。もし、米国が真剣に中国への攻撃を考える必

要があるとしたら、台湾や日本が攻撃を受けている状況です。そうした状況で米国が報復を躊

躇したり、中国本土への攻撃を控えたりすれば、それは中国をより大胆にすることに繋がり、同

盟管理のためには完全に有害です。つまり、何が何でもエスカレーションを避けようとすること

へのこだわりは捨てるべきであり、我々はエスカレーションへの備えをもっと強化する必要があり

ます。 

 

最後に付け加えたいのは、抑止力とは最終的に挑戦者側の認識に依存するということです。つ

まり、米国は反応してこないだろうと中国が考えてしまった場合、抑止は機能しません。またブリ

ッジが言ったように、この地域の軍事バランスはかなりひどい。もし中国がこの状況を見て、

「我々は迅速かつ決定的な戦争を戦って、勝利を収めることができる」と認識する可能性がある

としたらどうでしょうか。もちろん、米国はそうは思わないでしょうし、そうした戦争に降伏するとも

思えません。実際、米国は世界規模の動員をかけて長期の戦争を戦うでしょうし、そうなれば、

米国は勝つでしょう。しかし、迅速かつ決定的な戦争の行く末は、非常に不透明です。そして

問題は、それを中国がどう考えるかということなのです。したがって、我々がすべきことは、中国

が短期間での決戦が可能だと思わせないことです。その意味では、我々は長期の戦争に対し

ても、どれだけ準備ができているかを示す必要があります。これは抑止のパラドックスであり、民

主主義社会では受けが悪いかもしれませんが、最悪のシナリオでは、このような努力が必要だ

と思います。 

 

歴史を振り返ると、米国にはこの文脈で悪い実績があります。1941年（の真珠湾攻撃）、1950年
の朝鮮戦争、1990年の湾岸戦争などで、米国は挑戦者側に対して誤ったシグナルを送ってし

まっています。つまり、彼らに迅速かつ決定的な戦争は可能だとか、米国は参戦してこないだ

ろうという誤った認識を与えてしまったということです。これらの誤った判断の後に見られたよう

な、遅すぎる対応や大きすぎる対応は繰り返すべきではありません。我々は、戦争をする準備

ができていることを示す必要があるのです。ありがとうございました。 
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村野将： 

ありがとうございました。高橋さんがおっしゃったことをもっと深く掘り下げたいと思っていました。

伺いたいのは、計画立案と省庁間調整プロセスについてです。まず米側のナディアとブリッジ

に伺いたいのですが、トランプ政権のNSSとNDSは、わずか1ヶ月の間に発表され、内容的にも

非常に統合されていました。ナディアはNSSの策定過程で、ブリッジをホワイトハウスでの会議に

頻繁に招待していたようですが、NSSとNDSの整合性を重視する上で、どのような点に配慮して

いたのでしょうか。 

 

ナディア・シャドロー： 

ありがとうございます。プロセスという意味では、我々がとった最も重要なアプローチは、戦略策

定を連合構築（coalition building）として考えることでした。戦略が実際に実施される可能性を高

めるためには、同盟国やパートナーとの連携はもちろんのこと、政府間の連携を構築する必要

があるからです。第2に、NSSにはサブコンポーネントがあります。そのうちの一つは防衛に関す

る要素で、それが最も重要であることは間違いありません。ただ、3つのサブコンポーネントに

は、経済的要素、そして政治的要素も含まれています。先ほど申し上げたように、これらはすべ

て絡み合っているものです。したがって、私のチームとブリッジのチームの間で十分なコミュニ

ケーションを行い、それがすべてのレベルで我々の原則に支えられているというのを確認するこ

とが非常に重要でした。 

 

また、直面している問題の性格を明確に分析し、その捉え方に皆が同意することも重要でした。

この作業は、何が必要か、どのようなリソースが必要か、どのような変化が必要か、どこにチャン

スがあるかを議論する出発点となるため、非常に重要なことでした。幸運なことに、ブリッジと私

は政策コミュニティを通じて長年の知り合いでしたから、我々はチーム同様、素晴らしい仕事上

の関係を築いていました。もちろんその過程で意見の相違は出てくるのですが、我々はそれに

ついて話し合い、すぐに解決する方法を見つけることができました。後は、策定までにあまり時

間がなかったことも影響したと思います。ブリッジ、こういう説明で正しいでしょうか。 

 

エルブリッジ・コルビー： 

そう思います。ナディアに限ったことではありませんが、あなたを見ていて感嘆しました。米国の

システムにおけるNSSというのは、本当に難しい。ある意味では、NDSの方がNSSに比べて取り組

みやすいかもしれません。というのも、国防組織は基本的に戦略志向が強いですし、長期的に

モノ買いの必要があるからです。国防関係者はすでに中国のことをかなり心配していましたが、
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ナディアは推進力と話し合いをまとめていく力を見事に兼ね備えていました。これは簡単なこと

ではない、非常に重要なことだったと思います。 

 

もうあまり時間がないので先ほど言い残したことに言及したいのですが、私は日米関係は実際

には危機的状況にあると思っています。正直言って、現状は表面的なお笑いのレベルです。

私がNDSに取り組んでいたとき、全体的な地政学的関係について日本との間では素晴らしい連

携ができました。しかし問題はここからで、我々は十分な努力をしていません。中国海軍はすで

に世界中に散らばっている米海軍の総数よりも大きいのです。高橋さんが言っていたことはす

べて正しいと思います。日本は努力のレベルを上げなければなりません。日米は外交的、友好

的な関係を超えていて、さまざまな可能性があります。第1は、軍事費が不足した状態を放置し

続けても、中国がやっているのはハッタリで、台湾に対して何もしない可能性を信じること。第2
は、軍備を増強し、共に効果的な抑止力を発揮することです。これは我々がやれると思ってい

るから言っているのです。これは米国民が、日本もちゃんと試合に参加しているのだと感じるた

めでもあります。 

 

第3の選択肢は、今軍備増強をせず、日本が台湾に対して何もしないことです。ちなみに、日

本がやるべきことをやらなかった場合の結果についての私の見通しは、高橋さんよりも懐疑的

です。日本は防衛費を10倍ぐらいに増やすべきだとも思っています。朝鮮戦争のとき何が起き

たかを思い出してみてください。当時トルーマン大統領は国防予算を大幅に削減していて、そ

の状態で全軍を動員していました。しかし朝鮮戦争が終わったときには、GDPの12～13％を国

防予算に充てていました。このような会話を10年以上続けていることは理解していますが、我々

はもうこんなことをやっている場合ではないのです。デビッドソン提督が明確にしたのは、中国

が台湾を従属させることができる可能性が非常に高くなっているということです。私はそうなるの

を防ぐことに執着していますが、特に長期的には、日本がそのために重要な役割を果たさない

ということは絶対にあり得ません。 

 

政治的な話になりますが、日本の首相が国会で言ったことは理解できます。これはデリケートな

問題です。ですが最も重要なことは、日本がその努力のレベルを上げることなのです。近い将

来の妥当な目標値はGDP2％ぐらいでしょう。ただ、これは日本よりもはるかに脅威の程度が低

いNATOの同盟国ですらやっていることです。ちなみに、米国の納税者は日本を守るために3％
以上を費やしています。これは最優先事項です。これらを考えると、（防衛費の増額は）日本に

とって政治的に難しいのだと言われても、私には受け入れられません。少し感情的になってしま

って申し訳ないのですが、我々は本当に危機的状況にあると思います。私が心配しているの

は、中国に対する優先順位付けではなく、非生産的な方法で中国への圧力を減らしているとい

うことです。日本の政治システムは、米国人が明確かつ直接的であることに恩恵を受けていると

思います。こう言った意見は、ハト派の民主党員だけでなく、共和党員からも聞こえてきます。 
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もっと率直に言えば、米国は中国が支配するアジアから手を引く、ということもできてしまいま

す。私はそれは酷いことだと思いますが、日本はアジアから後退するということはできませんよ

ね。そうなれば、日本は中国に従属することになってしまいます。中国にとって日本は最優先の

ターゲットです。中国が日本を屈服させるとなれば、それは米国にとっても最悪ですが、日本に

とってはもっと悪い結果になるはずです。だからこそ、日米は別の関係に移行しなければなりま

せん。このまま同じことを続けて、礼儀正しくしているわけにはいきません。少し長く話し過ぎて

しまってすみませんが、私は日本のメディアで定期的にこうした主張をしています。日本政府の

多くの友人を苛立たせているかもしれませんが、今のままではうまくいかないのです。我々はこ

の問題に正面から取り組む必要があると思います。 

 

村野将： 

お二人ともありがとうございました。ブリッジから日本の防衛費に関する指摘がありましたが、日

本側のお二人からもコメントをいただきたいと思います。日本が防衛費を増やす上で、何が最も

大きな障害になっているのでしょうか。なぜ日本では防衛費の増額が難しいのでしょうか。 

 

高橋杉雄： 

なぜ防衛費の増額が難しいかという問題については、何通りかの説明ができると思います。一

つは、ブリッジが指摘したように、日本の経済状況では政治的に難しいというレトリックです。し

かし、私はこの説明は正しくないと思っています。10年前の予算状況と比較した場合、日本の

防衛費は10％ほど増加しています。しかし、科学技術や社会保障、インフラなどの予算項目は

防衛費以上の割合で増えているのです。これは我々が「なぜ防衛費を増やさなければならない

のか」ということを説得できてこなかったということです。ブリッジの指摘は100％正しいと思いま

す。これは部分的には日本の防衛専門家の失敗でもあります。日本の国家予算は約100兆円

ありますが、このうち防衛予算は5兆円だけです。それなのに、なぜ国家予算を100兆円から

101兆円、102兆円と増やせないのか。これは予算の持続可能性の問題ではありません。問題

は戦略論というか、防衛コミュニティの政治的な交渉力の問題です。ブリッジが言ったGDP2％と

いうのは妥当なレベルでしょう。先ほど述べたように、20年前は日本の防衛予算は地域シェア

の40％を占めていました。それが今や16％です。日本がGDP2％レベルまで増やせば、全体の

シェアの40％ぐらいまでは回復できます。 

 

村野将： 

高見澤さん、他に追加のコメントはありますか。 
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高見澤將林： 

最も重要な要素は、防衛や安全保障の観点から、研究開発やその他の分野、インフラの整備

など、現在の政府支出について、防衛や安全保障の観点から、十分に活用されていないという

ことだと思います。これは、政府内での非常に強固な縦割り、サイロのようなものです。各プロジ

ェクトの資金調達や支出を見てみると、資金調達はどの分野でもうまくいっているように見えま

す。そのため、かえって予算の執行や支出については、国会や国民の間で徹底的に検討され

てこなかったのではないでしょうか。つまり、日本政府は非常に幅広い支出が一般的で、細か

な批判を受けたり、修正されたり、さらに合理化されたりすることがなかったのです。 

 

つまり我々は（名目上様々な分野で）多くの経費を費やしているにもかかわらず、その支出を完

全に活用できていないということです。したがって、本当に重要なのは、これらの支出をより柔軟

に、より現実的に統合する方法だと思います。またデジタル庁の設立は、ソフトウェアの問題や

システムの構築にも関連してきます。例えば、100万ドルあれば、システム構築を完全にサポー

トできるものであっても、この種のプロジェクトに1億ドルを費やしているケースがありますが、そ

の結果を検証することもなく、ライフサイクル管理にも対応していません。要するに、我々は予

算編成のプロセスと実行のプロセスを変えなければならないということです。これが我々にでき

る最も重要なことだと思います。 

 

また、実際の防衛費の増額については、3つの困難があると考えています。第1は、世論と選挙

です。我々はせめて1％でも2％でも増やせば意味はあるのに、「（現状でも）やむを得ない」と

言ってしまいがちです。なぜそれが必要なのか、何が変わったからそれだけの額が必要なのか

などを強調することが苦手なのです。これは、ある意味で専門家の失敗だと思います。第2の要

因は、憲法や過度に抑制的な専守防衛の考え方に由来するものです。これは新しいシステム

や技術の開発するときの議論にも関連するのですが、我々は現行憲法の下で問題ないのか、

現行の自衛隊法の下で問題ないのか、といったことを考えてしまっています。つまり、問題の本

質に取り組むのではなく、それが法的に問題ないかどうかだけを議論してしまうことが大半でし

た。そのため、我々は制限を先に考え、問題を先に考えない傾向があります。これは、我々が

直面しているシステム上の困難の一つであると思います。そして第3には、教育や共通の知識

基盤について政治家の理解が足りていないという問題があります。例えば、アジアの情勢につ

いて議論するにしても、中国は尖閣問題で日本に圧力をかけているわけではないという人もい

ます。この共通の知識基盤のなさというのは、非常に難しい要素です。またシンクタンクが安全

保障問題について議論する場になっていないということも挙げられます。政府系のシンクタンク

のほとんどは、安全保障や防衛以外のことに焦点を当てています。それが、防衛費を増やすこ

との難しさに繋がっていると思います。 
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しかし、COVID-19のパンデミックを経験した後では、指導者たちが変革を起こそうと決意すれ

ば、これらを乗り越えられるかもしれません。また、世論も大きく変化しています。だからこそ、良

い説明や良いナラティブ、そして政治的なリーダーシップ必要で、これがあれば、変化をもたら

すことができると思います。 

 

村野将： 

ありがとうございます。ブリッジは関連で何かコメントがありますか。 

 

エルブリッジ・コルビー： 

ありがとうございます。日本もGDP2％レベルの防衛費が必要だという点については高橋さんに

強く同意します。ただ大使がおっしゃっていることはピンときません。私は、憲法とは内政上の

問題で、地政学的な状況に合わせて調整する必要があるものだと考えています。マッカーサー

元帥自身、憲法は間違いだと気づいていました。米国は70年間、この問題で日本に圧力をか

け続けてきました。日本にとって防衛費にあまり費やさずに済むのは非常に楽なことだとは思い

ますが、それはもう通用しません。このままだと現実的にどのような結果になるか。それは米国

がリスクを減らすことを考えるということです。これは米国が日本を支えるか、日本を見捨てるか

という二者択一ではありません。この間には多くのオプションがあります。日本が領土を守るた

めにできることはたくさんあります。例えば、空軍基地や都市、インフラ、米軍などの防護をより

強化することはできるでしょう。これは台湾でも同様です。 

 

そういったことをする気がないのであれば、米国が首を突っ込む意味はありません。これは日本

を見捨てるという意味ではありませんが、良い場所にはならないでしょう。尖閣のような問題が顕

著になっているとき、日本が真剣でなければ、なぜ米国がそのようなリスクに身をさらしているの

か、という問題がより強調されてしまいます。これが政治的な動きであることはわかっています

し、憲法の問題にすることもできます。しかし、憲法は防衛水準を上げることを禁止しているわけ

ではありません。防衛省自身が（前年度比で）8％の増額を要求しているのに、国は1％しか認

めていないのです。私はアジアにおける米国の立場を熱狂的に擁護する立場ですが、（日本

が努力しないのであれば）米国が日本のために首を突っ込むべきだと主張し続けるのは、良心

の呵責に耐えられません。繰り返しになりますが、そうなれば日本を見捨てるということでなくて

も、米軍の福利厚生や米国の利益をより重視しなければならなくなるでしょう。 
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これは単なる嘆願ではないと思います。これは本当に日本のためになることなのです。そして、

我々は皆、困難な変化を経験しなければならないと思います。しかしナディアと私は、米国の政

治システムが変わっていくことを経験し始めています。日本でも同じことができるはずです。 

 

村野将： 

ありがとうございました。ナディアも最後に付け加えたいコメントがあればお願いします。 

 

ナディア・シャドロー： 

私が言いたかったのは、皆さんが指摘されたことに加えて、今後米国でも国防予算に対する削

減圧力が強まってくるということです。バイデン政権の国防予算要求は前年度比で1.6％増とな

っていますが、インフレ率を考慮すると実際の軍事費は減少しています。他の分野では裁量支

出が急増しているのにもかかわらず、防衛分野では削減圧力がかかることになります。 

 

村野将： 

ありがとうございました。今日の議論を通じて、日米間にはまだ解決していない難しい問題があ

ることが明らかになったと思います。しかし、このような難しい問題を共有し、議論することで、政

府や政治家がこれらの問題に取り組むためのハードルを下げることはできるはずです。そしてこ

うした議論を通じて新しい常識を作っていくことこそが、シンクタンクの役割であると考えていま

す。本日はお忙しい中、お集まりいただいた皆様に改めてお礼を申し上げます。そして、今日

の議論が、日米同盟の戦略的連携をさらに進める一助となることを願っています。イベントをご

覧いただきありがとうございました。 

 


