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司会 坂東賢治企画委員（毎日新聞論説室専

門編集委員） それでは、時間になりましたの

で、記者クラブで行っております「トランプ政

権：米国と世界の行方」というシリーズの一つ

として、きょうはアジア外交、日本に関するこ

とについて、お二人の専門家をお呼びして議論

をしていただきたいと思っております。 

私の隣が、田中均、現在、日本総合研究所国

際戦略研究所の理事長。もちろん、日本の外交

官として活躍されたことは、皆さん、ご存じの

とおりでございます。 

そのお隣が、テレビでもおなじみのピータ

ー・ランダースさん、ウォールストリート・ジ

ャーナルの東京支局長でいらっしゃいます。本

当に日本語のお上手な方なので、きょうは通訳

なしで、日本語でお話をいただけると聞いてお

ります。 

まず冒頭、お二人から、ちょうど 1カ月を迎

えたトランプ政権ということで、その評価につ

いてお話をしていただき、その後、質疑に移っ

ていきたいと思います。 

それでは、田中さんのほうから、この 1カ月

についてお話をお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

田中均・日本総合研究所国際戦略研究所理事

長 どうも田中均です。よろしくお願いいたし

ます。 

トランプ政権になってから 1カ月で、まだ閣

僚等の承認も終わっておらず、政権自身が確実

にできているわけではありませんから、ある意

味、断定的に物を言うのは、多少時期尚早のよ

うな気もしますけれども、幾つかのことを申し

あげたいと思います。 

日米関係に関する限り、安倍首相が訪米され、

首脳会談をやり、日米間で確認すべきところは

ほぼ全て確認がされたと思うんです。 

ただ、私自身は、日米二国間関係についてそ

んなに心配していないのです。というのは、ト

ランプ大統領が言っていること、例えば安全保

障について日本はもっと役割を果たすべきだ

とか、あるいは経済について、日本の貿易はフ

ェアではないといったようなことは、もう何十

年にわたって米国が日本に対して言い続け、か

つ、それが日米両国間で協議をして措置をとっ

てきたことばかりだからです。 

私自身、外務省の北米二課長として 80 年代

に協定を 26 つくりましたし、それから、90 年

代には外務省の北米局審議官で、安保の共同宣

言とかもろもろのことをやってきた。この根底

には、日本の安全保障上の役割が十分でないと

いうアメリカの問題意識があったし、経済的に

も膨大な対米黒字があったわけです。 

ただ大事なことは、日米双方の合意によって

一連の措置をとってきたということなのです。

ですから、これを米国自身が理解する必要があ

って、それを理解すれば、いずれにしても極端

なことにはならない。そういうふうに思います。 

 

米の指導力低下を懸念 

 

しかしながら、私が最も強く懸念し、なおか

つ、日本にも最も大きな影響があると思われる

のは、アメリカのリーダーシップがどんどん落

ちているということなのです。 

トランプ政権のアメリカファーストという

考え方、これは決してアメリカが対外政策を決

めるときの従来の価値基準ではないわけです。

例えばブッシュ政権とオバマ政権の外交政策

のアプローチは違った。ブッシュ政権の場合に

は、ある意味、一国主義、ユニラテラリズムと

いうのが非常に強かった。オバマ政権のときに

は、よりマルチラテラルな多国間主義といって

もいい、国際協調を旨としていた。 

しかし、両者には基本的に守るべきもの、す

なわち、世界の自由民主主義体制とか、あるい

は自由経済体制を維持し強くしていく、という

共通の価値判断基準があったのです。ですから、

ある程度、政策の予見性はあったし、ある程度、

日本のような同盟国は安心していた部分があ

ったわけです。それがアメリカのリーダーシッ

プだった。 

このトランプ政権には、そういう政策につい

ての価値判断基準というのが感じられなので

す。アメリカファーストという概念は、決して

価値判断の概念ではないわけです。どの国だっ
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て国益というのはあるわけで、ただ、国益のよ

って立つところに、自由民主主義体制を守ろう

とか、あるいは自由な経済体制を維持していこ

うというものがあるから、アメリカがリーダー

たり得た。 

ところが、トランプ政権にはこれがないので

すよ。皆さんは、言われるかもしれない。いや

あ、トランスアクショナル、すなわち取引とい

うものがあるではないかと。しかし、こんなも

のは判断基準でも何でもあり得ないわけです。

アメリカのリーダーシップが落ちていくとい

うことに対する、日本のような国に対する影響

はものすごく大きい。 

ヨーロッパというのは、ＥＵという共同体制

があるからまだしも、日本という国は日米の同

盟関係を旨に外交政策を組み立ててきたわけ

ですね。ですから、そのアメリカが健全なリー

ダーシップを失うことについて日本は不安が

最も大きいはずなのです。これを私たちはアメ

リカに向かって言わなければいけない。日本国

総理大臣はこの点を指摘しなければいけない、

と私は思います。 

 

米国内からの反撃も 

 

いま、アメリカの中で、いわゆる知的なエス

タブリッシュメントの反撃が起こっている。例

えば 7カ国からの人の入国をとめた。これに対

して連邦裁判所がノーと言ったわけですね。そ

れから、これから、例えばロシアとの関係につ

いて議会で調査が始まる。議会というエスタブ

リッシュメントがやっぱりトランプ政権の政

策に対しノーだと。それから、アメリカの情報

当局、これも多分ノーだ。真実というものに対

してうそをつくということは許されない。ので

す。 

アメリカの中でエスタブリッシュメントの

人たちが、やっぱりそれはおかしいよというこ

とを組織として言うべきだし、他の国も声を大

にして指摘すべきだと思います。私は、それが

結果的にアメリカの政策を修正していくこと

につながると思います。 

場合によっては、もしいまのメディアとの関

係のように対峙していくということになれば、

結果的には、それはどこかの場で全面的に対決

をしていかざるを得ない。それは、アメリカの

中で、場合によっては弾劾といったようなこと

につながっていくかもしれない。 

ただ、われわれとしてはそういうことを望む

のではなくて、結果的にアメリカが健全なリー

ダーシップを取り戻すことが日本にとっての

利益だから、ぜひそういうアメリカ自身のリー

ダーシップが取り戻されるということを、心か

ら期待をしています。 

アジアに対する個々の政策についての評価

その他については、後ほど、ご質問を受けるで

しょうから、お話をしたいと思います。冒頭、

以上のお話でとめたいと思います。 

司会 ありがとうございます。 

先ほど、紹介を忘れましたけれども、田中さ

んは記者クラブでの会見がこれで 8 回目だそ

うで、96 年以来、現職だった時代以来やってい

らっしゃるということで、非常に記者クラブに

貢献していただいているということをご紹介

させていただきます。 

それでは、ピーターさん、お願いいたします。 

 

ピーター・ランダース・ウォールストリート・

ジャーナル東京支局長 このクラブに何度も

記者として来たことがありまして、こういう形

でお招きいただいて、本当に光栄だし、ちょっ

と気が引き締まるというか、恥ずかしいほどで

すけれども。 

皆さん、御飯を食べたばかりということで、

ステーキの写真を持ってきましたが、これは、

トランプさんがまだビジネスマンのころに、ト

ランプステーキという商品をつくったことが

あります。何で出したかというと、トランプさ

んの 2つの性格について、ちょっとお話をした

いと思うんです。これは田中さんのお話にも通

じると思うんですが。 

一つは、トランプさんは不動産王というふう

によく紹介されましたけれども、どちらかとい

えばセールスマン、自分の名前を売るというこ

とと、いろんなものを売るということで、それ

なりの成果が上がった。自分の税務申告をこれ
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まで各大統領が公開してきたんですけれども、

本人は公開しないので、どれぐらいの富がある

かわかりませんけれども、それなりの成果を上

げていた。 

 

トランプ氏はセールスマン 

 

私が一番典型的に思っている例は、このトラ

ンプステーキで、自分でステーキを焼いている

わけでもないし、牛を養って、牧場を持ってい

るわけでもないし、他者がつくったステーキに

自分の名前をつけて、あとは宣伝もしていまし

た。 

このラジオの宣伝を聞いたことがあるんで

すけれども、トランプさんの宣伝というのは、

「これは世界で最もおいしいジューシーなス

テーキである。あなたがこのトランプステーキ

を食べると必ずおいしいと思っていただける

し、これ以上のステーキは世界に全くない。こ

れは厳選された肉の中から、さらに厳選をした

肉しか使ってないから、必ずおいしいと思って

いただけることを保証します」というような、

本人が出演をして宣伝をしていました。 

残念ながら、この商品はうまくいかず、一緒

に協力していた会社が倒産してしまって、いま

はトランプステーキは買えなくなりましたが、

これは典型的な例です。トランプさんはセール

スをするというのが非常にうまい方だと思い

ます。 

もう一つは、批判に対して非常に敏感である。

批判されたら、その 2倍の反撃をするというこ

とで、選挙戦で非常に効果的だったのは、相手

候補に名前をつけて、うそをつくクルーズとか、

｢ヒラリー・クリントンさんはクロケッド

(crooked)｣と言っていましたね。クロケッドと

いうのは、｢ゆがんでいる｣というか、｢腐敗し

ている｣という意味なんですけれども、腐敗し

ているヒラリーとか、いろんな名前をつけて、

攻撃されたら、もう 2倍の力で反撃をする。 

この前、安倍首相が訪米して、田中さんがお

っしゃったように、日本が確認すべき点をほぼ

確認していただいたということで、それなりの

成果を上げていたと思うんですが、率直な批判

を首脳会談の中でする相手としては難しい相

手だと思います。 

日米安全保障条約の重要性の再確認とか、日

本にとって重要な政策の再確認をせっかく言

ってもらったのに、批判めいたことを言ってし

まうと反撃されるので、逆効果。安倍首相はそ

れなりに勉強していったと思うし、相手の心理

も勉強して、けんかにならないような形で首脳

会談を行ったというふうに思います。 

ということで、アメリカでは、大統領を辞任

というのはあり得るけれども、弾劾以外に政権

を終わらせる手が基本的にない。ニクソン大統

領も弾劾されることを恐れて、もう間もなく弾

劾という段階で辞任はしていますけれども、弾

劾しないことで政権を短くすることはできな

い。皆さん、ご存じのように、日本の議会制民

主主義の制度とは違う制度なんです。 

ということで、この 1 カ月のドタバタをみ

て、連邦高裁の判決もあったし、例えば国家安

全保障担当の補佐官が 3 週間で辞任してしま

った。労働長官に指名された人が撤退しました。

いろんな数え切れないドタバタがあって、これ

が最初の 1カ月だとすると、果たして 4年間も

つのか疑問に思う人はいるんですけれども、た

だし、何とかもち直して 4年間もつかもしれな

い、ということも覚えておいたほうがいいのか

なと思います。 

選挙のときも、クリントン候補に負けていた

のに、一部の調査では 10 ポイント負けていた

けれども、最後の選挙の 10 日前にＦＢＩのメ

ール問題に関する発表もあって、結果的に土壇

場で追いついて、最後で、票数では負けました

けれども、これは、皆さんご存じの地図なんで

すけれども、選挙人の数ではトランプさんが勝

利しました。 

これは数時間前にウォール・ストリート・ジ

ャーナルのウエブサイトに掲載された記事な

んですけれども、トランプさんを支持した人た

ちがまだ支持している。私たちが毎日のように、

高裁の判決とか、いろんな細かい政策について

報道しているし、政治に関心の高い人はドタバ

タではないかと思っている人はいるんですけ

れども、そんなに政治に関心が高くない人は、
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でもトランプさんを支持しました。何かよくな

るんだと信じていた人たちは、この記事による

と、まだ信じているんだ、まだ支持している。

そんなに支持が落ちてないということがわか

ります。 

 

トランプ支持派はなお期待 

 

この上に、ちょっと読みにくいんですけれど

も、この記事に引用されている方、クックソン

さんという方ですが、自分たちの利益をもう少

しみてくれる大統領が欲しかった。で、トラン

プさんはそういう人だ。皆さん、世界の面倒を

みていたのに、私たちの面倒をみてくれる人が

いないから、アメリカが苦労していると思いま

すと。トランプさんのおかげで、それが変わる

かもしれない、まだ期待している、という人が

まだ多いと思います。 

言ってみれば、そういう強い基盤があって、

政府内の労働長官とか、そんなに細かいところ

に注意せずに、トランプさんのセールスピッチ

と言えばいいかもしれませんが、トランプさん

のセールスを信じて、これからアメリカはよく

なるんだとまだ思っている人が多いと思いま

す。 

もう一つ記事を持ってきましたけれども、ト

ランプさんは、これからの政権の宣伝として、

自分とは関係ないけれども、セールスでよくす

るということもあり得ると思います。経済成長

率も、最近、ちょっとアメリカ経済が上向いて

いるし、予算の赤字についても、こういうよう

な仕組みもあり得ると思います。 

こういう仕組みというのは、経済成長率を、

最近は 2％ぐらいが通常なので、予算を組むと

きに 2％ぐらいの成長を前提に、これぐらい税

収が上がるんだ、これぐらい経済が拡大して、

それを前提に予算をつくることが本来の姿な

んですけれども、ウォール・ストリート・ジャ

ーナルの報道では、うちの日本版でも翻訳され

ているんですけれども、今回は成長率ありきと

いうか、成長率を前に 3％から 3.5％だという

ことを、まずその前提をつくって、そのうえで

予算を組むというような、これまでと打って変

わるような予算プロセスをトランプ政権で導

入しよう。超バラ色のＧＤＰ予想というふうに

なっていますけれども、それによって数字をよ

くみせる。予算の赤字がこれから減るんだ。オ

バマ政権のときに急拡大した赤字が、いま、減

っているけれども、さらに減るんだという予想

が立てやすくなります。 

失業率もアメリカで 5％を切っていて、非常

に低い水準になっているし、いろんな株価も上

がっているし、もう 2万台になった。トランプ

さんは、私が大統領になってから、ダウ平均株

価が 2万ドル台になったというのは、私が関係

している市場関係者が多いからそういうふう

になっているんだ、というような説明もしてい

るので、これまでの延長線ではないかという批

判もあるかもしれませんけれども、経済指標を

こういう形でうまく利用して、支持を拡大でき

なくても、これまでの支持者を引きとめること

ができるのではないかということで、短命かも

しれないし、もしかして 4年間、場合によって

は 8年間もないとは限らない、そういうふうに

思います。 

司会 ピーターさん、どうもありがとうござ

いました。 

 

（質疑応答） 

 

司会 それでは、質疑に移りたいと思うんで

すが、最初に、申しわけございませんが、司会

をしております毎日新聞の坂東と申しますけ

れども、司会のほうから若干質問させていただ

いて、その後、お二人の間でもやりとりをして

いただきたい。特にピーターさんが記者である

ので、ぜひ私も質問したいということをおっし

ゃっているので、それもぜひしていただきたい

と思います。その後、また会場とのやりとりも

やりたいと思っております。 

先ほど、田中さんもおっしゃいましたけれど

も、トランプのアジア外交についてお聞きした

いんですけれども、ＮＡＦＴＡの見直しである

とか、あるいはメキシコとの壁とか、選挙中の

公約をある程度実現に動いたわけですけれど

も、事アジアということになると、日米同盟を
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確認し、あるいは中国との間でも一つの中国政

策を尊重するということを言っていて、むしろ、

従来の路線に乗ったようなことをやっている

わけです。一方で、きちんとしたアジア政策が

決まってないから、従来の路線に乗っているだ

けではないかという見方もあります。 

その辺、この 1カ月のアジアに対する対応を

みて、田中さんはどのように評価されるか。そ

れから、ピーターさんも日本をみていらっしゃ

って、アジア外交が維持されるのか、あるいは

何か変化の兆しが感じられるところがあるの

かどうか。これをお二人にお聞きしたいと思い

ます。 

田中さんからお願いします。 

 

田中 アジア政策、とりわけ東アジアとの関

係がトランプ大統領になってどうなるかとい

うことですけれども、その前に、多分、アメリ

カファーストという考え方が、本当にアメリカ

の国益に資するかどうか。アメリカファースト

という考え方を東アジアに適用したときに、実

は、アメリカが失うものはうんと大きいという

ことをまず申しあげたい。 

 

米国第一は国益にマイナス 

 

例えばメキシコの壁をつくって、果たしてメ

キシコからの不法移民が減るとか、あるいはメ

キシコからのいろんな意味の交流が少なくな

った結果、アメリカの国益に資するのか。イス

ラムの 7カ国からの入国を禁止して、本当にテ

ロ対策として、アメリカの中でのテロが少なく

なるか。 

そんなことはないと思いますよ。ＮＡＦＴＡ

の見直しでもそうだけれども、メキシコに投資

が行かない、メキシコから安いものがアメリカ

に入ってこないということが、本当にアメリカ

の利益なんですか。1980 年代の初め、日本は自

動車の輸出を自主規制をしました。私も関与し

ましたが、たしか 168 万台だったと思うけれど

も、その結果、何が起こったか。アメリカの日

本の車がうんと高くなったわけですよね。だけ

ど、需要は衰えなかったということなので、果

たして本当にアメリカファーストという考え

方がアメリカの利益に資するかどうかという

ことは、私はある程度明らかだと思う。中長期

的なアメリカの利益を損なうのみならず、短期

的にもアメリカの利益に資することはないと

いうことを、できるだけ早く気づいてほしいと

思う。 

これを東アジアとの関係で議論をしていけ

ば、オバマ政権というのは、東アジアに対する

ピボットあるいはリバランシングということ

で、幾つかの行動をとったわけです。これは、

中東から兵を抜くということの一つのつじつ

ま合わせみたいなところがなくはなかったけ

れども。経済的にはＴＰＰということで、まさ

にアメリカが関与をしていく仕組みと作った。 

その関与をしていく仕組みというのは、ＴＰ

Ｐでアクセスがふえるということよりも、ＴＰ

Ｐのもとで資本主義体制のルールをつくるこ

とによって、中国の国家資本主義の体制とは違

う体制を、アジアでより広めていこうという戦

略的問題意識があったということですね。 

それから、安全保障については、ベトナムや

インドネシアやもろもろの国との軍事演習と

か、いろんな意味で、そういう東南アジアの諸

国をリアシュアしていくということにおいて、

アメリカは行動をとったんですね。日本との関

係とか韓国との関係もそうだった。 

それから、政治的な面においては、例えば東

アジアサミットに新たに加入した。私がアジア

局長のときに、アメリカに東アジアサミットに

入ってくれよということを言った。当時は、ブ

ッシュ政権のときですけれども、彼らの答えは、

いやいや、アメリカの大統領が 2回アジアに行

くということはないんだということだった。だ

けど、結果的にアメリカは東アジアサミットに

入った。 

 

アジアへの関与が見えない 

 

これらはリバランシングの一環だった。政治

的にもアメリカはアジアにおいてビジビリテ

ィを上げた。中国の力が大きくなってくる。別

に力が大きくなるということは自然のことだ
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し、日本だってそうだったわけですよね。だけ

ど、やっぱり自由民主主義体制とかリベラルな

経済体制が損なわれることに対して、それが結

果的にアメリカの不利益につながる。明確な認

識ですよ。そういう認識を持っていたわけです

ね。 

私が冒頭申しあげたように、私はトランプ政

権のこの 1カ月、あるいは人事配置の仕方、選

挙中のキャンペーンのあり方、こういうことを

全部みて、アメリカが東アジアに対して戦略的

にビジビリティを上げ、健全なアメリカが関与

していくということの確信を持てないんです。 

第一に、ＴＰＰからいとも簡単に離脱をした。

こんなことはあり得ないですよ。 

なぜ、あり得ないかというと、ご案内のとお

り、ＴＰＰというのはアメリカが始めた。アメ

リカがニュージーランドなど四カ国の自由貿

易協定に乗ったわけですね。それで、日本に入

れよと、日本とネゴをしてきたわけですよ。 

それから、民主党政権、自民党政権、安倍政

権が、国内を説得して、ようやく同じボートに

乗って結果をつくった。それが、突然、離脱し

ますと。日本は相談されましたか。されてない

と思う。これに唯々諾々と、いや、しようがな

いね、ということにはならないと思います。 

このＴＰＰからアメリカが離脱していくと

いうのは、日本にとって極めて意味が大きいと

思うんですね。これを決して殺してはいけない。

さっき申しあげように、一体何年続くのかわか

りませんけれども、これを殺さないで、少なく

とも道を開いていく。それから、ＲＣＥＰとか、

この地域の自由貿易協定、あるいはＥＵとの自

由貿易協定、こういうものを日本の自由貿易主

義のてこにする。これはどうしても必要なんで

すよ。トランプ政権に対して、てこを持たなけ

ればいけない。アメリカという国は膨大な力を

持った国ですよ。以前は、日本はアメリカの力

に依存してアジアの政策を考えた。だけど、そ

れが可能ではなくなる可能性がある。なぜかと

いうと、さっき申しあげたように、アメリカは

価値基準を持たないから。 

 

 

日本もアジアにてこが必要 

 

したがって、日本はできるだけアジアにてこ

を持たなければいけない。てこを持つことによ

って、アメリカをより健全なアジアへの関与を

導くこともできるかもしれない、というふうに

思う。 

2 番目に、私はトランプ政権の二国間取引の

アプローチが気になる。 

安全保障の関係において、アメリカがこの地

域から大幅に引いていくということは、私には

想定できない。 

国防長官にはマティスという海兵隊の大将

がおり、安全保障関連では軍人が閣僚に多く入

っているある意味、軍人政権ですよ。ですから、

前方展開の重要さは、当然のことながら、承知

しておられると思うから、必ずしも手を引いて

いくということにはならない。 

しかし政治的に私がやっぱり懸念するのは、

トランプさんが、マルチやリージョナルよりも

バイだと言っている点です。要するに、マルチ

で議論するよりも、バイでやったほうがアメリ

カが得るものは大きい。果たして東アジアサミ

ットにきちんと来ることになるか。アジアにお

ける、まさにマルチ主義、地域主義、こういっ

たものに果たしてアメリカが乗ってくるかど

うか。 

日本にとって、それらの重要性は一目瞭然で

すよ。日本の経済体制のあり方をみれば、端的

な話、貿易にしても、投資にしても、それから

人の動きにしても、2400 万人日本に来る外国

人のうち、600 万人は中国、500 万人は韓国、

400 万人は台湾なんです。日本がこれからどん

どん人口が減っていく、日本の国内需要が減っ

ていくというときに、この地域との関係、マル

チラテラルあるいはリージョナルな関係をよ

り強くしていくという問題意識なくして、どん

なに強いきずながアメリカとあったにしても、

私は将来の日本は危ういと思うんですね。 

だから、東アジアサミットとかＡＳＥＡＮ＋

3とか、アメリカが去っていったにしても、日

本というのはそういうことに対する重要性を

決して軽んじてはいけないと私は思うんです。 
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ただ、現実の問題として、最も重要になるの

は米中関係である。ある程度長い歴史的な観点

から物を考える必要はあるけれども、この地域

の平和とか戦争とか繁栄とかそういうことは、

日本と米国と中国、この三角関係で決まってき

たんです。 

僕は「40 年ごとの関係」と言っているんです

けれども、1853 年にペリーがやってきて日本

の国を開いて、日本は急速に近代化していった。

1853 年から 40年たって、日清戦争で日本は中

国に勝ったんです。その後、日本は再び中国と

戦争をし、アメリカとの戦争に負けた。その後、

40 経って日本は中国と国交正常化し、その後

40 年経って中国は日本を GDP で追い越した。 

これからの 40 年というのは、どんどん大き

くなる中国がこの地域で覇権をとる可能性も

あり、本当に日本が繁栄した国であり得るか。

そのときにアメリカがどうかというのは、日本

にとって最大の問題なんです。私は、今は日米

二国間の問題よりも、米中関係がどうなってい

くかということについて、日本は十分な関心を

払わなければいけないと思うんですね。 

最初は、トランプ政権は基本的には、われわ

れは中国に対して米国が強い態度に出ると思

ったわけですね。ところが、トランプ大統領は

台湾の蔡英文総統と電話で話した後、一つの中

国政策もネゴの対象だと言った。 

通常、この地域の政治関係をやってきた人に

とってみれば、一つの中国政策というのが、米

中の正常化の一つの基礎になっていることは、

誰しも知っていることです。こういうことすら、

いやいやネゴの対象だと言った。最近に至って、

一つの中国を重くみますという発言があった

ようですが。 

 

米中のグランドバーゲンを歓迎 

 

また、米中間で大きな、いわゆるグランドバ

ーゲンということになるのではないかという

議論がある。私はグランドバーゲンは大歓迎な

んですよ。なぜかというと、米中が貿易戦争す

ることが、日本にとって利益があるかといった

ら、そんなことはないです。 

中国というのは経済成長至上主義です。共産

党の正当性の基礎には経済成長というものが

あるわけですから。そして、われわれも中国は

別に経済成長が落ちてもいいよと考えること

はないんです。マレーシアとかタイとかＡＳＥ

ＡＮの国々は中国に依存しているわけだし、そ

ういう国々の経済成長がどんどん低下してい

くことによって、日本がこうむる被害も実は大

きいわけですね。ですから、どうせなら、米中

の貿易戦争は起こらないほうがいいと思うわ

けです。 

それで、米中が話し合いによって、より融和

的な関係になっていく条件というのが幾つか

あるわけです。一つは、南シナ海とか東シナ海

で中国が自制するということです。それからも

う一つは、北朝鮮について中国が本当の意味で

われわれのほうに来るということです。北朝鮮

に対して本気になって圧力をかけるというこ

とに中国がコミットするかどうか。 

もしも米中で、南シナ海や東シナ海の自制、

それから、北朝鮮問題についてより協力的にな

るという結果をつくれるのであれば、私はトラ

ンプ政権、やるじゃないかと思いますよ。それ

がこの地域にとって極めて重要なことだし、私

はまだその可能性はあると思うからです。 

北朝鮮が、この時代にあって、ああいう形で

金正男を暗殺をするということは、あの政権が

どれだけ常識的な観点からほど遠い政権であ

るかを示しています。その政権が核兵器を持ち、

ミサイルを持つという状況が、日本にとってど

れだけ恐ろしいことかということです。 

ですから、私たちがトランプ政権に対して望

まなければいけないのは、別に「ピボット」と

いう言葉を使ってくれとは言わないけれども、

やっぱり東アジアで健全な関与を続けること

が、アメリカにとって大きな利益だということ

ですね。 

米中関係は、われわれがコントロールできる

ものではないから、結果的には米中貿易戦争に

なるかもしれない。だけど、こういう懸念の事

項について、アメリカが中国と話し合いをし、

中国をできるだけ覇権を求めるような行動を

させないような行動をとること。それから、北
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朝鮮との関係で、中国が本気になって北朝鮮に

プレッシャーをかけるような形にすること 

先日の日米首脳会談は世界に対してどうい

うシグナルを送ったか。日米の首脳の間の極め

て緊密な関係があるよということだった。しか

し、問題は、緊密な関係をつくること自体が目

的ではないんです。 

過去でも、ロン・ヤスとか、小泉・ブッシュ

とか、緊密な首脳同士の関係があった。私は両

方の会談に立ち会った。だけど、ロン・ヤスに

しても、小泉・ブッシュにしても、親しい関係、

近い関係になって何をやったか。中曽根さんの

場合には、日本を西側の一員だということを徹

底的に追求した。それをレーガンとの関係での

ませたんですよ。それから、小泉さんはブッシ

ュとの関係で、アメリカは力はあるけれども、

権威はないんだ。だから、イラク攻撃に際し国

連で安保理でお墨つきを得ることを重視しな

さいよということを、彼はこんこんと諭したん

ですよ。 

さっき、ランダースさんが、トランプさんと

いうのは、要するに、何か嫌なことを言われる

と 2 倍返しだということをおっしゃったけれ

ども、そういうリスクはあると思う。たけど、

そういう 2 倍返しにならないために親しい関

係をつくるのでね。私は、これからまさにこの

地域、東アジアにおいてアメリカが健全な関与

するということ、この一点が日本にとってもの

すごく大事なことだと思うので、非常に親しい

関係を通じて、その結果をつくってもらいたい

と思うわけです。 

 

司会 ありがとうございました。では、ピー

ターさん、アジア外交……。 

ランダース いま、いろんな問題のご指摘が

あって、トランプさんにとっては勉強の期間が

続いているように思いますね。皆さん、ご存じ

のように、政治の経験もない、軍事の経験もな

い初めての大統領で、国務長官にしても、ティ

ラソンさんはエクソン・モービルという会社で

は非常に大きな業績は残しているけれども、政

府の仕事をしたことはない。外国の首脳に外交

官として会ったこともない。この前のヨーロッ

パ訪問が初めてだったんですね。 

 

外交経験のない政権 

 

で、トランプさんのバックグラウンドもあっ

て、私たち、日本にいて、なおさら、外務省の

経験が長い方であれば、寝ながらでも覚えられ

るような重要な問題に、トランプさんが初めて

直面している可能性はあると思うんです。しか

も、トランプさんはあまり非を認めない。こう

いうときに知らないでこういうことを言った

んですけれども、後でその専門家に教えてもら

ったので、私の意見を変えました、というよう

な発言はトランプさんから期待できないので、

察知するしかないように思います。 

中台、台湾と一つの中国政策についても、こ

れはよくわかりませんけれども、ウォール・ス

トリート・ジャーナルのインタビューで、一つ

の中国というのは、これも交渉の対象になると

いう発言をしまして、で、1カ月後に、習近平

主席との電話会談では、一つの中国を習主席の

求めに応じて認めます、尊重します、と 1カ月

で逆転しましたが、これも、もしかして、ウォ

ール・ストリート・ジャーナルのインタビュー

を受けたとき、まだ大統領になっていないし、

どこまで周りのブリーフィングを受けて言っ

たのか、その辺は疑問が残るところだと思いま

すね。 

で、1カ月後に、中国との折衝はいろいろあ

ったと思いますし、当時は国家安全保障担当の

補佐官はいました、いまはやめましたけれども、

そのスタッフの助言は少しあったように思い

ます。そのうえで方針を転換したので、これか

らも、大事なスタッフがまだ集まっていないし、

これからいろんな問題が起きてくるので、勉強

しながら政策を練っていくというような大統

領になると思いますので、まさに安倍首相が親

密な関係を利用して、大事な情報を少しずつ入

れるということはできるかもしれませんね。 

司会 それでは、次、ピーターさんに、せっ

かく田中さんがいらしているので、質問の機会

をお渡ししますので、ぜひ質問を……。 

ランダース 北朝鮮のことで、ご経験が長い
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と思うんですが、おっしゃるように、こんな暗

殺をするような政権は、非常に非常識であるこ

とは間違いないと思うし、ミサイル開発で結構

過激な、攻撃的なことをやっていると思うんで

すが、ただし、何となく限度を知っているよう

な気もするんです。 

 

金正恩政権の理性に疑問 

 

昔から、いま、3代目の金体制になっていま

すけれども、ここまでアメリカと日本と韓国を

刺激しても許してくれる、これ以上やるとやは

り反撃が来るので、一定のところまでしかやら

ないという気もするのですが、ある程度理性が

あるというふうに理解していいものなのか。だ

とすると、どのように日米が対応すればいいの

か。どう思いますか。端的に言えば、北朝鮮問

題はどうしましょうということですが。 

田中 多分、理性の程度は下がってきている

と思いますね。昔のほうがある程度理性的に物

を考える習慣みたいなものがなくはなかった。

で、なぜ、なくはなかったかというと、例えば

私が交渉していた 2003 年ぐらいの北朝鮮とい

うのは、先軍体制ということで、力をもった軍

を前に据えて、特権を供与して、軍が行動を考

えるということになっていたので、おのずから

行動は最後のところは慎重だったんですよね。

おのずから政治というよりも軍事で物を考え

る北朝鮮だったので、国内の体制はいまに比べ

ればより安定していたと思う。 

それから、対外的な関係も、一定の限度とい

うものを知っていた。私自身が交渉したときも、

われわれは彼らにキャッシュをつかませたわ

けでも、軍事のおどしを使ったわけでもない。

理性の話し合いだった。要するに、相手に中長

期的な展望を与えることによって、いまの問題

を解決しようよという説得をし、彼らがそれに

乗った。これは理性以外の何物でもないわけで

す。 

もちろん、皆さんは、結果、得たものは不十

分だというご批判があるかもしれない。だけど、

少なくともそういうことで相手が前に出てく

ることを可能にしたのも、私は一定の理性の力

というのがあったのだろうと思うんですね。い

まは、それが少ないのみならず、衝動的に行動

している意味でやはり政治体制が不安定だと

思うんです。不安定な政権というのは、極めて

追い詰められた行動様式の中で判断をしてし

まうリスクがあると思うんです。それが第 1の

点です。 

第 2の点は、こういうことを言うと、若干平

地に乱を起こすようなことになるかもしれな

いが、北朝鮮の核問題について本当に国際社会

が真剣に取り組んできたか、本当に物事を解決

するために行動してきたか。 

確かに六者協議で話し合いをしてきた。安保

理で制裁をとった。それから、各国が制裁をと

ってきた。だけど、皆さん、わかっているわけ

ですよね。中国が一定の支援を北朝鮮にし、完

全に兵糧を断ち切らない限り、北朝鮮が行動を

変えることはないと。 

それは、アメリカだって、韓国だって、日本

だって、中国だって知っている。だから、北朝

鮮問題の解決ということを言うときに、まだ一

つだけやってないことがあるんです。 

それは、アメリカが軍事力を使うとか、場合

によっては情報戦をやるとかを選択肢に入れ

ているように、もちろん、一定の圧力を感じさ

せるために安全保障面で力が必要な場合があ

るかもしれない。だけど、われわれが外交の面

でやっていないことが一つだけある。本当に中

国を巻き込んで、中国が本気になって北朝鮮に

圧力をかけるような体制をつくるということ

をやっていないんです。みんな、いや、中国は

無理だよ。北朝鮮に圧力をかけて、北朝鮮の体

制が崩れれば、中国の著しい不利益につながる、

と言う。 

 

中国を動かす体制づくりを 

 

しかし、ちょっと待てよと。外交の世界、国

際関係の世界というのは、何かをなすための環

境をつくるということなんです。要するに、東

西両独が統合されたときに、結果的に何もしな

いで突然起こったか。そんなことはないですよ。

関係国は、やっぱりいろんな形で統合ができる
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ような体制づくりをやったんです。アメリカや、

英国や、その他を含め。われわれが北朝鮮問題

でそれをやっているか。やっていないですよ。 

しかし、中国が北朝鮮に対して圧力がかけら

れる体制をつくるということは、中国に対して

は一定のアシュアランスを与えないとできな

いのです。北朝鮮が潰れても、あなた方は困る

ことはないよということですね。 

南北朝鮮が民主主義体制になって、その結果

として中国が困ることはないよと。中朝国境の

中国側には膨大な数の朝鮮族がいるわけで、中

国が心配するのは、そこにどんどん影響力が及

んでくるのではないか。中国の領土の一体性が

なくなるのではないか。こういうこともあるわ

けですね。 

さっき申しあげた、米中がグランドバーゲン

といったようなことで、包括的な話し合いをし

て結果をつくるということには、北朝鮮問題も

必ず入らなければいけない。もうすでに相当危

険なところに来ている。だから、そのためには、

日本や韓国やアメリカが中国にできるアシュ

アランスは与えなければいけない。例えば難民

対策をどうするかとかね。米軍が 38 度線より

北に向けて伸長するということはなくてもい

いかもしれないんです。 

私は、これは何も断定的に申しあげているわ

けではないです。だけど、外交というのはそう

いうものではないですか。待っていて何かでき

る、そんなことはない。よく簡単に対話とか圧

力とか言われるけれども、対話の中には圧力も

当然入っているんです。対話と圧力が切り離し

た形なんてあり得ない。 

だから、中国との関係で、まさに北朝鮮に圧

力をかけられるような体制をつくるために何

をするか。私は、日本や韓国やアメリカが、ま

ずそこでどういうアシュアランスを中国に与

えられるかということを話すべきだ、協議する

べきだと思うわけです。 

ずっと同じことを言っている。いやあ、制裁

を強化しろ、安保理の対策だと。皆さん、それ

で結果が出ると思われますか。結果が出ればい

い。だけど、そうではない。そろそろほんとに

真剣になって、北朝鮮問題を解決するためにど

うするかという策を練らなければいけないと

私は思います。 

それは、トランプ政権がどうするのだろうと

いうふうにスペキュレートすることも大事だ

けれども、日本国がトランプ政権に対して何を

言うかということのほうが、私はうんと大事だ

と思う。 

司会 いまの関連でちょっと質問させてい

ただきたいんですが、先ほど、グランドバーゲ

ンもあり得るということをおっしゃったわけ

ですけれども、いまの中国がそういうことに乗

ってくるかどうかという、一つ、その問題はあ

ると思うんです。 

それから、現在、日本がそういう北朝鮮の問

題を考えると、日本・韓国、日本・中国、もち

ろん、相手側の対応もあるわけですけれども、

決していい関係にない。あまり十分な意思疎通

がとれないというのは、田中さんの時代よりも

もっと悪くなっているのではないかと思うん

ですけれども、日本と例えば中国、日中関係の

現状に対する評価と、どういうふうに変えてい

けばいいかというお考えがあれば、ちょっと教

えていただきたいんですけれども、 

田中 まず第一に、価値判断の問題があると

思うんですね。日本国民の意識として、対中感

情とか対韓感情が悪い。中国も韓国も、ああい

う国々というのはやっていることがけしから

んのだ、だから、何もしなくていいんだ。むし

ろ、中国を牽制することをやっておけばいい。

韓国については、あなた、民主主義じゃないね、

マチュリティが低いよね、ということをにおわ

せておけばいいということなのか。 

これからの日本のビジョンを考えたら、当然、

官僚だって、政治家だって、いまいいというこ

とだけではなくて、5年、10 年、これから日本

という国の力がどんどん落ちていくという世

界で、いかにして周りの国々の需要をうまく活

用していくかを考えることが大事です。 

だけど、周りの国々が日本に対して乱暴な

国々であっては困るよな、ということにどう対

応していくかということなんです。で、どう対

応していくかということの解が、アメリカと安

全保障体制を強化して牽制をしておけば、おの
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ずからいいだろうというのでしょうか。 

私はそういう結論にはならないと思うんで

すよ。まさに日本の安全保障体制を揺るぎない

ものにすることは大事なことである。それは、

私が外務省にいたときも一生懸命やってきた

ことである。だけど、それ以外に、まさに中国

を巻き込み、韓国を巻き込み、この地域でより

ウィンウィンというんですか、お互いが補完的

にできるような関係をつくっておくことが、こ

れからの日本には必要ではないかと思われま

せんか。 

少なくともそういう関係をつくっておかな

いと、例えばアメリカと中国がグランドバーゲ

ンだといって融和的になった途端に、日本だけ

がシングルアウトされて、中国に、ＡＳＥＡＮ

の国々に、日本という国は信頼できない国だと

いわれることになってしまう虞がある。 

私は 1週間前にシンガポールにいて、その前

はロンドンにいました。みんな、ひょっとした

ら、これからアメリカに対する信頼性はどんど

ん落ちていくのかもしれない。そのときに、中

国がより大きくなっていく。そこのギャップを

誰が埋めるんですか。日本ではないですか、と

言うわけですね。 

 

中国敵視では不安定化 

 

だけど、日本が独自に、というより日米安全

保障体制の中で日本が役割を拡大することに

は何の異存もない。しかし、特定の国を敵視す

るような形で日本が安全保障上の役割を果た

すということはが、この地域の不安定につなが

るということなのです。 

日本が安全保障体制を強化して、東南アジア

や豪州やインド等と安全保障関係を強化する。

だけど、それを日本の新聞は――申しわけない。

ここでメディア批判が出るんだけれども、中国

牽制のために全てやっているように報じてい

る。ロシアとの関係もそうだし。本当にそうで

すか。それが日本の国益にかないますか。私は

かなうとは思わない。これからの日本というの

は、中国に対してどういう関係をつくっていく

かということについて真剣に考えなければい

けない。 

中国が乗ってくるかというご質問だった。中

国は乗らざるを得ないんですよ。なぜか。いま

の中国をごらんになるとわかるけれども、こと

しの秋に 19 期の党大会がある。要するに、中

国というのは権力闘争の世界ですよ。まさにこ

れからの指導体制が決まるわけですね。いまの

集団的指導体制の中の政治局の常務委員会、こ

の 7 人のうち 5 人は定年だということになる。 

いまの中国の共産党が統治に成功している

最大の要因というのは何か。それは経済成長な

んです。いま、経済成長が 6.7％ですが、今後

6.5％以上の成長をやっていく限りにおいて、

少なくとも国民は未来があるかもしれないと

思っているわけですね。 

 

中国は対日関係を切れない 

 

だから、中国の本音のところ、日本との関係

を断ち切れない。なぜか。それは中国自身の統

治の正当性、共産党の正当性にかかわってくる

からなんです。東南アジアの国々にとって中国

は最大のマーケットである。アメリカとの関係

でも、経済関係は大きい。だけど、日本との関

係もそうなんです。だから、日本の技術とか、

例えば日本の環境の協力。エネルギーの効率的

使用、都市計画、いろんなところで日本の協力

を得たいと思っている。中国の人たちはみんな、

いま、シンガポールに聞きに行っているんです

ね。いろんなこと、社会保障制度だとか何だと

かね。 

だから、中国は乗ってくると思うんです。し

かし、何が必要かというと、やはり指導者のビ

ジョンをきちんと述べることなんです。私は官

僚出身だけれども、官僚ができることは、大き

な政治の流れの中で実務を詰めるということ

です。政治家が中国との関係を考えると、指導

者がビジョンを述べることによって、こういう

ことで日本はやっていきたいと言わない限り、

中国は乗ってこないということだと私は思い

ます。 

 

司会 それでは、続いて会場からご質問を受
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け付けたいと思います。司会のほうで当てさせ

ていただきますので、挙手をして、お近くのマ

イクを使って、お名前と所属をおっしゃってか

ら……。あと、どちらに質問かということをお

っしゃっていただければと思います。 

どなたか最初に口火を切っていただけませ

んでしょうか。どうぞ。 

質問 ピーターさんにお伺いしたいんです

けれども、最近、アメリカの主要プリントメデ

ィアで、世界中を振り回しているトランプ新大

統領について、精神病の専門家の意見として、

非常に危険なナルシストである。そういう一種

の精神病者として捉えている記事なんかをみ

かけるんですね。その点、どういうふうに思わ

れていますか。 

ランダース ウォール・ストリート・ジャー

ナルでは、そういう……。確かに私もそういう

記事を拝見したことはありますし、精神病のマ

ニュアルがありますね、ＤＳＭといういろんな

精神病の症状をリストアップしている。精神病

というのは、私も医療科学部の記者もやってい

たので、うつ病とか統合失調症など、専門家で

はないんですけれども、ちょっとだけ取材した

ことがあって、なかなか処方しにくい病気です

ね。 

心臓病とか、例えばコレストロールが高いと

か血圧が高いというのは、はかってすぐわかる

んですけれども、この人が鬱病なのか、そうで

はないのかというのは、なかなかはかれない。

きょうは鬱病、でも、あしたは違うかもしれな

い。先生によっても違う。 

で、ＤＳＭという分厚い本があって、いろん

なそれぞれの病気に対して症状をリストアッ

プして、この中の 9つの症状の中から 5つ以上

持っている人だったら、この病気ではないかと

いうようなことで、曖昧な基準ですよね。5つ

あるからといって、この人は病気だ。4つだけ

だから、いや、大丈夫、健全だ、と果たして言

えるのかどうか。そういうところもあると思い

ます。 

なので、ウォール・ストリート・ジャーナル

では、その精神病云々の記事は載せていないし、

私は決める立場ではないし、トップの判断にな

ると思うんですけれども、載せたとしたら、厳

密に言えるのかどうか。記者が、この人は病気

だと言えるものなのか。いま、特に批判される

から、事実関係をはっきりよく把握したうえで

記事を載せないといけない時期だと思います。 

どこから情報を得ているか。匿名の場合もあ

るけれども、できるだけ情報源を明らかにする

等々という、最も求められている時期に、この

人は精神病ではないかというような記事を載

せるには、やはり慎重であるべきだと思います。 

質問 私が読んだ記事は、アメリカの精神病

の権威の人たち何人かの、その言葉を引用して

いるわけですね。新聞記者が無責任に判断して

いるわけではないと思います。 

ランダース なるほど。 

北朝鮮についても、もしかすると、日本政府

がやっているんでしょうか。こういう先生に聞

くと、本人を診断しないで判断するのは大変難

しい。確かに外的な要因をみて、そうではない

かという専門家はいるかもしれませんけれど

も、普通のお医者さんは、やはり本人に直接会

って診断して初めて、病気があるかどうか、病

名を言えるかなと思います。 

どうですか、日本政府がそういう外国の指導

者の心理状況とか、国内の専門家を利用するこ

とはあるんですか。 

田中 いや、それは、要するにスペキュレー

ションというんですか、そういうことで議論す

ることはあっても、外国の指導者にしてこうだ、

という決めつけをすることはあり得ないし、ま

してやそれを外に出すこともあり得ないとい

うふうに思いますね。 

司会 お二人とも難しい問題によく答えて

いただいたんですが、では、続いて次の質問、

いかがでしょうか。では、一番奥の……。 

質問 田中さんにお伺いしたいんですけれ

ども。トランプ政権の誕生で、トランプさんの

人柄がいろいろ言われておりますけれども、一

番われわれが心配していることは、世界のまと

め役がいなくなるというか、1975 年のランブ

イエ・サミット以来、ある意味では、Ｇ5、Ｇ7

というか、そういうグループが一つのまとめ役

になっていたと思うんですね。その後、Ｇ20 と
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かできてきておりますけれども、しかし、こと

しは 5月、シシリア、イタリアであるんですけ

れども、ほとんどは指導者が変わっているとい

う中で、誰がＧ7、まとめ役を務められるのか。 

私どもの考えるところでは、一番経験が豊富

なのは西ドイツのメルケルさんと安倍さんの

2人ではないかと思いますけれども、メルケル

さんも、秋に総選挙を控えてなかなか微妙な立

場にある。安倍さんというのは、日本という国

の抱えている宿命からして、世界をまとめてい

くようなリーダーのまとめ役になる立場は、な

かなか難しいところにあると思うんですね。い

ま、移民問題にしても、その他の問題で。 

そうすると、誰が一体そういう世界をまとめ

ていく役割をするのかというようなことにつ

いて、田中さんとしてはどういうふうにお考え

なのか、伺いたいと思います。 

 

米国以外にまとめ役は困難 

 

田中 私もＧ7、Ｇ8 の政務局長会合にずっ

と出ていましたし、Ｇ7も何回も現場で聞いて

いましたけれども、確かにフォーラムで長い経

験を有している人が、よりまとめ役になりやす

いという点はあるんだけれども、それは人、首

相そのもの、あるいは大統領そのものの話では

なくて、やっぱり国なんですね。その国がどれ

だけ大きな影響力を持ち、どれだけ大きな指導

力が発揮できるかということによって、まとめ

役が決まってくる。 

それは、いままでアメリカだったことは間違

いないです。アメリカという国の世界における

指導力というのは、4つあった。 

1 つ目は、軍事能力として、国際社会の秩序

維持のために軍事力を使った。アメリカファー

ストだったら、イラクなんかで戦争しないです

よ。ある意味、間違っていたかもしれない。だ

けど、やはり国際的な秩序を守るために軍事力

を使った。 

2 つ目に、経済。大きな経済規模を持ち、自

由主義経済を維持、発展させていくために経済

を使った。 

3 つ目に、アジェンダセッティング。課題を

つくるわけですよ。反テロとか、あるいは不拡

散とか、環境とか、みんなアメリカがつくって

きた課題。ほかの国がつくっても、力がないか

ら、誰も世界の課題として、それに努力してい

かない。アメリカがつくるから、世界の課題に

なった。 

4 つ目に、リベラルな民主主義としてのモデ

ル。これは、ジョージ・ケナンなんかが言って

いたことですけれどもね。この 4つ。 

だけど、いまのトランプ政権というのは、こ

の 4 つともないのではないかということです

ね。要するに、いやいや、軍事力というのはち

ょっと違うよと言い、経済的には、自由貿易と

いうのは悪だと言い、それからアジェンダ、パ

リの環境協定とか、イランの合意とか、そうい

うものは潰すと言い、ＴＰＰからは出てしまっ

た。それから、いまの体制が果たしてリベラル

な民主主義体制のモデルか。どうもそうは考え

られないのではないか。 

だから、ある意味、冒頭申しあげたことなん

だけれども、世界にとっての悲劇は、トランプ

政権がアメリカの指導力を大幅にこれから損

ねていく。そうならないように、アメリカの国

内の体制がチェックしてほしい。これは、司法

であり、議会であり、それからメディアであり、

有識者の人たちだ。第一の責任はアメリカの国

内にあるよと。そういうアメリカの指導力がな

くなれば、Ｇ7なんてまとまらないですよ。 

どれだけメルケルが立派な人であったにし

ても、まとめる力はないです。そうすると、世

界が、相対的にみて、やはり新興国の力が強く

なってきたという現状の中でアメリカの力を

必要としている。これは、やっぱり相当私たち

は深刻に考えなければいけないことではない

かなと思います。 

司会 では、どうぞ。 

質問 ピーターさんと田中さんに短く１つ

ずつ。ピーターさんには、移民問題なんですけ

れども、メキシコの移民の問題は、ちょっとほ

かのものと違うんじゃないかなという感じも

するんですよね。テキサス戦争とか米墨戦争以

来のレコンキスタみたいな感じになっていて、

トランプさんがどうなるかということもある
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んですが、中長期的にみて、一体アメリカはど

ういうふうになっていくんでしょうか、という

のが一つです。 

田中さんには、日本はプーチン政権とどうい

うふうに対応したらいいと考えられますか。 

以上です。 

 

メキシコ関係は中国より難しい 

 

ランダース メキシコ関係が中国よりも難

しいかもしれませんね。というのは、選挙では

中国についていろいろ言ってはいましたけれ

ども、やはり選挙の一番中心的な約束は、メキ

シコとの国境に壁をつくるんだ。これだけは守

らないといけない。本人、トランプ大統領も、

これを守るんだと何度も言っているし、その方

向へいろんな手を打っている。 

お金はかかるし。この間、週末にウォール・

ストリート・ジャーナルの外部の識者の意見と

して、国境に本当に壁をつくるなら、土地も買

収しないといけない。何千ヘクタールの国境に

あるアメリカ側の土地を政府が買収しないと

いけない。お金がかかるし、地権者の反対もあ

るかもしれない。いろんな難しさが立ちはだか

ってはいるんですが、これは一番わかりやすい、

国民に受けた。特に共和党のコアの支持者、こ

の方のようなコアの支持者が賛成してくれた

公約なので、壁をつくらないわけにはいかない

と思いますね。 

それは、全ての国境に壁をつくるか、フェン

スにするか、一部地域では土地は取得できない

から、そのまま放っておくか、その辺の詳細な

ことは、これから詰めることになると思います

ね。 

ということで、どうしてもメキシコとしては

壁をつくられると困ると言っているし、アメリ

カとメキシコとの関係が、この前のトランプ大

統領とメキシコのペニャニエト大統領との電

話会談が、けんかの話がずうっと続いていたよ

うで、なかなかその部分は改善は難しいかなと

いう気もします。 

あとは、ＮＡＦＴＡ、北米自由貿易協定を再

交渉するという、これも、メキシコが反論して

いるし、その辺も再交渉できるかどうか、これ

も紛糾するところだろうと思います。 

司会 では、日露関係について。 

田中 日露の前に、米国とロシアの関係はど

うなっていくかということも、日露関係を考え

るうえでも大事なポイントだと思うんですね。

米ロ関係が果たして一般論として改善されて

いくか。私はそうはならないと思う。 

なぜ、そうはならないと思うかというと、あ

まりにもロシアがやったことがあくどい。選挙

期間中の介入とか、フリンがやめていくに当た

ってのエピソードとか。これから何が始まるか

というと、議会の中でインベストゲーションせ

ざるを得なくなっていくと思うんです。ですか

ら、一般論として、米ロ関係がよくなるという

ことは限度がある。 

ただ、反テロという非常に大きな課題をトラ

ンプが持っていて、さっきの壁の話とかと同じ

ように、トランプはＩＳを討つということにつ

いては徹底的にやると思います。ＩＳを討つた

めに、シリアでトランプがやろうとすること、

まさに、場合によっては地上軍を入れるかもし

れない。ＩＳを徹底的にたたく、このためにロ

シアと協調するということはあるんですよね。

これは、部分的にロシアとの関係がよくなった

という印象を与えるけれども、全部がよくなっ

たというわけではないということですね。 

 

米露関係の改善は疑問 

 

それで、日本がロシアとの関係を考えるとき

に、今のロシアの政権が仲よくするにふさわし

い政権かと聞かれたら、私はそうではないと思

うんです。やっぱり彼らの人権無視とか強権的

な体制とか、それからウクライナとかクリミア

の一方的措置、これは、日本が、中国の南シナ

海の一方的行動はやめろと言っていることと

変わらない。ですから、ロシアとの関係を強化

する、よくするという日本にとっての理屈は、

あまりないと思うんですね。 

だけど、国際社会において、それが正当性を

認められるときがある。例えば小泉訪朝のとき

に、アメリカに行ってリチャード・アーミテー
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ジという国務副長官に私は説明した。そのとき

に彼が言ったことは、アメリカという国は北朝

鮮をならず者国家として極めて厳しい関係を

している。だけど、同盟国のアメリカは、日本

が独自のアジェンダがあるのはわかる。そのア

ジェンダを日本が追求されるときに、同盟国の

アメリカが反対することはないんだと。 

だから、私は、同じような理屈が日露関係に

ついてもあると思っている。すなわち、ロシア

との間で北方領土問題を解決するというのは

長年の懸案です。これは、ロシアがどういう政

権であるかにかかわらず。1956 年、日露の、共

同宣言をつくった。あのソ連の体制においても

日本は話をしていたわけですよ。 

ですから、ある意味、北方領土問題で穴をあ

けるという、日本のアジェンダを追求するうえ

で、日本がロシアと話をし、その結果をつくろ

うと安倍首相が努力されることは、私は正当性

があると思います。だけど、世の中にそれを示

すためには、いや、ロシアとの関係を改善した

いからやるんだとか、いや、プーチンは話がわ

かる相手だからロシアとの関係をよくするん

だとかということは、残念だけれども、理屈に

ならない。北方領土問題で穴をあけるというこ

とを、結果をつくらないといけないわけですよ。

結果をね。でないと、一体日本は何のためにロ

シアとの関係を改善していくか。国民に説明が

つかないと思う。 

私は、何も北方 4島全てを返してくれという

ことが、結果的な結論になるとは思いませんよ。

思わない。だけど、やっぱり強い政権というの

は――日本ですよ――強い政権というのは、こ

れしか合理的なところはないな、というところ

で国民を説得するということをしなければな

らない。だけど、単にプロセスだけつくって、

結果が出ないということであるならば、いや、

ロシアとの関係をそこまで改善していくこと

は得策ではないのではないかと思わざるを得

ないんですね。 

司会 どうぞ。 

質問 きょうはおくれてきたので、最初のほ

うが聞けなくて残念ですけれども、後半ずうっ

とお聞きして、非常に勉強になりました。特に

田中さんのお話はオピニオンとしてもすばら

しいので、僕は、ピーターさんがアメリカのア

ジア戦略を考えるときに、田中さんのは一つの

意見ですけれども、非常に貴重なので、ぜひ参

考にされたらと思います。 

それで、それぞれにお聞きしたいんですけれ

ども、田中さんに関しては、日中関係のあれは

本当にそうだと思うんですけれども、さっきの

お話で非常に興味を持ったのは、中国は、シン

ガポールに社会保障の問題や年金やさまざま、

いま、抱えてる問題に関してサジェスチョンを

得たいとやっている。あれが非常におもしろい

ところで、何なのかなという気がする。むしろ、

日本が課題先進国としてアドバイスしたほう

が、それが強みだと思うんですけれども、そこ

が何なのかお聞きしたい。 

それから、ピーターさんには、アメリカのメ

ディアがトランプと非常に険悪な関係で、いろ

いろやっているんですけれども、僕はメディア

の一つの立ち位置として、ポリシーのチェック

とか、メディアとしての政策検証というのをも

っとやったらいいと思う。 

端的には、例えば米中関係の問題に関して、

中国にアメリカのいろんな権益を持っている

企業がたくさんあって、こういうところをあえ

て潰してまで、米中関係を本気でやるのか。そ

のメリットは一体何なのかとか、そういうのを

メディアが調査報道でどんどんやって、トラン

プにとって、あんたの言っているファーストと

いうのは、本当にマイナスのことが多いんだぞ、

ということをアピールしたらいいと思うんで

すけれども、その辺はピーターさんはどう思わ

れるのか。 

その 2つです。 

田中 中国の社会もこれから発展していく

んでしょうけれども、ものすごく政治的な国で

あることは間違いがない。本来、日本に聞きた

いことでも、日中の政治的な関係がこうだから

聞けないという部分は、間違いなくあります。 

2000 年代の初めに、私はアジア局長でした

けれども、中国がいろんなことを教えてくれよ

と来ました。だけど、いまはそうではないとい

うことが一つある。 
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それからもう一つは、中国はシンガポールの

ような体制になりたい。あの国は開発独裁です

ね。だから、あの国からいろんなことを学びた

いんだということを、従来からも言っていたし、

現実に社会保障制度のあり方とかそういうこ

とを現にシンガポールに聞きに来ている。 

 

シンガポールに学ぶ中国 

 

最近の例では、中国で「反腐敗闘争」という

のをやっているわけですよね。反腐敗闘争とい

うのは、まさに汚職をなくすためにどんどんみ

せしめも含めて刑罰をかけていくということ

なんだけれども、それもシンガポールに学ぶ必

要があるのではないかということを言い出し

ている。 

それはなぜかというと、ご案内のとおり、シ

ンガポールの役人の給与というのはべらぼう

に高いわけです。シンガポールの次官クラスの

人は 1億円もらっているわけですね。なぜ、そ

んなことをするんだということを、この間行っ

たときも話した。話していたら、いや、それは

汚職をなくすためなんだということを半分冗

談でいっていた。要するに、それができる。 

シンガポールという国は、よりランクが高く

なる、次官になり、大臣になり、首相になる、

上に行けば行くほどインテリなんです。びっく

りするほどね。やっぱり物事をものすごく賢明

な目でみているわけです。だから、ある意味、

非常に統治するにふさわしいようなエリート

で、それに対してはきちんとした給与を払う。

最近は、野党が出てきて、それは払い過ぎだと

いうことになりつつあるようですけれどもね。 

中国は、それを学びたい。だけど、いかにも

1億円というのは多過ぎるよなと。だから、場

合によっては、日本に学びたいということを言

っているようですけれども、要するに、そうい

う話なんですね。 

というのは、こういうことは、中国のような

政治的な国においては、やっぱり基本は、要す

るに、お互い、いい関係だよねということにな

らない限り、学び、学び合うということはない

ですね。 

司会 ありがとうございます。 

では、ピーターさん。 

ランダース 政治とマスコミとの関係の質

問だったと思うんですけれども、確かにトラン

プ大統領はマスコミとの対決をむしろアピー

ルしたいところがあると思います。特に敵をつ

くるということで。この間のツイートで、一部

メディアを名指しをして、これはアメリカ国民

の敵だ。「私の敵だ」と言わないで、「アメリ

カ国民の敵だ」と。 

 

事実でトランプ氏に対抗 

 

では、アメリカ人をこの敵から守るのは誰か

というと、当然、トランプ大統領本人だという

主張だと思うんですが、マスコミとしては、だ

からといって、受けて立つという姿勢が果たし

て正しいのかどうか。 

これも、私は編集長ではないし、ワシントン

支局長ではないので、いまのワシントン支局長

は私の元上司で、彼のかわりに言えないところ

がいっぱいあるんですけれども、これはトラン

プ大統領の宣戦布告というんですか、戦争だと。

では、これが真珠湾だとしたら、私たちが軍を

出して大統領と戦うんだ、というような姿勢は

果たして正しいのかどうか。 

むしろ、つまらないかもしれないけれども、

これまでどおり、事実を積み重ねて、正しい事

実関係に基づいた記事を書く。例えばこういう

経済成長率を前提に予算を組んでいるとか、こ

れも事実に基づいて、ちゃんと取材して報道し

ているもので、その中で、この 3％、3.5％は、

一般の経済学者とか一般の民間予想と結構か

け離れているんだということもちゃんと書い

ているんです。で、読者に判断してもらう。 

米中経済関係についても、同じような記事が、

これから一つのアイデアとして、ぜひうちのワ

シントン支局に伝えたいところですが、確かに

アメリカ企業が仮に中国の製品に対して 4 割

の関税を設けた場合、あるいは共和党が提案し

ているように輸入税を導入した場合は、アメリ

カ企業にどのような影響が起きるかというこ

とを徹底的に報道して、どうなるかという企業
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の関係者の話も聞いて、政府関係者の話も聞い

て、全部記事に掲載して読者に判断してもらう。

王道を歩けば一番いい道かなと思います。 

実際に、この間の記事によると、輸入税を設

けることに対しては、やはり企業の反対が根強

く出ているということは、他社もそうですけれ

ども、そういう報道もしています。 

ウォルマートというアメリカの最大の小売

業が、中国製品をいっぱい輸入しているので、

仮に輸入税がかかった場合は、ウォルマートは

打撃を受ける。で、本社があるアーカンソー州

も打撃を受けるので、アーカンソー州出身の共

和党の議員がこの輸入税に反対の立場をとっ

ている。そのような報道をしていて、これから

ももっともっと深く取材をして書きたいと思

います。 

司会 では……。 

質問 田中さんにお伺いします。政府のいま

の外交についてですけれども、安倍政権の外交

の特徴の一つに、官邸がグリップする、官邸主

導の多層的なアプローチという言い方があろ

うかと思います。それは、世間でもその実が上

がっていると評価する声も少なくないのだろ

うと思います。これについて、田中さんはどう

ごらんになるのか。死角はないのか、お伺いし

たいと思います。 

田中 ある意味、トランプ政権と同じところ

があるわけです。トップないしトップ周辺とい

うものは、間違いなく最大の権力を持っている

から、その権力がすること、述べることという

のは、圧倒的な重みを持つということですよね。 

いま、それが動いているかどうかは別にして、

アメリカの体制というのは、基本的にはポリテ

ィカルアポイントメントで、各省の大臣とか次

官とか局長というのは、ポリティカルな意味で、

思想からみれば、政権の中ですから、同じよう

な思想であるということなんだけれども、それ

とは違うプロフェッショナリズムというのが

伝統的にあるわけですよね。プロフェッショナ

リズム。 

要するに、政治的なイデオロギーとか思想と

は別に、国際関係というのは、現実の場におけ

る情報とか相手の国の考え方とかもろもろ、政

治的な思想だけでは割り切れない、非常に現実

的な要素がある。そういうものをきちんと政権

にインプットできるのは、決してポリティカル

アポイントメントではないんですね。まさに、

長年、その地域をみてきた人とかプロフェッシ

ョナリズムが、政策の中に完全に生かされる体

制になっている。 

 

 多様性のある議論を 

 

いま、トランプ政権は、そういうものがなく

て、ポリティカルなこと、あるいは選挙キャン

ペーンを延長してやっているところに大きな

間違いがあるということだと思うんですね。 

それで、日本の場合ですが、私は政府を離れ

て、もう 11 年たっているので、現実にどうい

う意思決定のプロセスであるかというのは知

らないけれども、私が仮に外務省にいれば、い

や、大変だなと思うと思う。やっぱり官邸の力

が強過ぎるから。なおかつ、私はプロフェッシ

ョナルだと思い、プロフェッショナリズムの観

点から物を言ったにしても、あんなことを言う

やつは飛ばせということで飛ばされていくと

すれば、それは言わないですよ。 

私は、民主主義の強さというのは多様性だと

思っている。多様性を認める力、それが民主主

義であって、もし、多様性に基づく議論がなけ

れば、どこかで日本は間違える。 

例えば、いま、この状況で、現実的な話をし

ますけれども、韓国に対していつまで大使をと

めておくのだ。果たしてどういう成果を上げる

ために大使を帰したのか。とか、中国と 5年先

の関係をどこに着地するのか。そのためにいま

やることはあるのではないですか、という議論

が政府の中の人ができているでしょうか。是非

やってもらいたいと思う。 

別に官僚だけではないですよ。メディアの

方々も、まさに官邸の強い力に恐れおののいて

いる。実際のファクトは、日本の新聞というの

はきちんと書こうという意識があると思う。だ

けど、政治的なことというのは、みんな、見出

しに出てくるんですよね。皆さん、考え直しま

しょうよ。もう少し多様性を重んじて、プロフ
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ェッショナルの議論をやろうよ、という雰囲気

をつくりませんか。 

司会 ありがとうございます。 

質問 お二方、どちらの方にお答えいただい

ても結構なんですが、先ほど、田中さんは司法、

議会、メディアが政権をチェックしてほしいと

いうことをおっしゃいました。議会なんですけ

れども、特にいまの共和党の将来はどういうふ

うにみたらいいのでしょうか。 

選挙中、大変な分裂状態になりましたね。い

までもそうなんでしょうけれども、本流と言わ

れる穏健な人たちと、トランプ氏を支持する人

たちの対立。それは国全体がそういう対立にな

っていますので、「タイム」なんかの表紙です

と、“Divided States of America”なんて皮

肉った見出しが出たりしていましたけれども、

共和党の将来は分裂に向かっていくのか、それ

とも、政権に復帰したからもういいのではない

かということで、うやむやになってしまうのか。

それは、いずれはまた爆発するのだと思うんで

すけれども、そのあたりはどうみたらいいのか。 

これは共和党だけではなくて、民主党も同じ

だと思うんですね。ヒラリーという、あまり適

当ではない候補と、それから、自分は社会民主

主義者だか民主社会主義者だかということを

自称してはばからないサンダース、ああいう人

が出てきて、しかも接戦になる。これまた分裂

状態ですよね。 

そうすると、アメリカの政治というか、政党

というか、4層に分かれるのだと思うんですよ

ね。この先、どういうふうに収れんしていくの

か。いまの 2大政党制というのは維持できるの

か。そのあたり、どうみたらよろしいのでしょ

うか。 

司会 これはお二人に少しずつお話しいた

だきましょうか。田中さん、どうですか。 

田中 トランプでなくても、共和党、民主党

も、おっしゃるとおり、党の中が割れているこ

とは間違いがない。 

例えば共和党にしてみれば、要するに、小さ

な政府で、宗教を重んじて、家庭の価値とかそ

ういうものを重んじるという意味においては、

基本的なベースはあるのですが、例えば茶会党

は、小さな政府を徹底的に追求しようという意

味で、共和党の主流とは相異なる。 

それは民主党だって、クリントンが代表する

グループとサンダースが代表するようなグル

ープは、明らかに民主党の中でも左派と右派み

たいなところがある。 

だけど、こういうことはアメリカだけではな

い。ヨーロッパにおいてまさに現実に起こって

いるのは、極右、極左、真ん中でも中道右派、

左派という大きな流れである。それ自身は決し

て不健全なことではないし、党としての大きな

意味で、流れ、さっき申しあげたような大きな

政府、小さな政府、宗教、家庭を重んじる、も

っとリベラルなコンセプトを重んじるという

ところで、大きな枠組みが維持されていくと思

いますよ。 

だから、共和党、民主党の未来ということを

お尋ねになれば、それほど極端なことにはなら

ないとは思うんですが、いま、この時点でアメ

リカの議会が持っている深刻な悩みは、自分と

してのインテグリティの問題だと思う。 

例えば、フリンがロシアとネゴをした。誰が

考えても、国家安全保障担当の補佐官が独断で

やったということは考えにくいわけです。共和

党は、いま深刻な意識がある。共和党の主流と

いうのは、これは国家安全保障にかかわること

だ。なおかつ、ロシアという、本来、共和党に

とっても強硬な政策をとらなければいけない

国との関係で、トランプ政権が一定のネゴをし

た。 

これは、どう考えても、自分たちの議員とし

てのインテグリティをかけて、議会で追求して

いかなければいかんと思うはずなんですよね。

樫山さんが言うように、いやあ、勝ったから、

せっかく勝ったトランプを損ねるというのは

ぐあいが悪いということで、そういう追求をや

めるとは私には思えない。 

 

米議会の健全さに期待 

 

これは健全に動いていることを私は期待し

たい。それは、司法であり、議会であり、議会

の超党派のステーツマンシップとか、インテグ
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リティ。メディアでもそうですよ。いろんな新

聞に出てくる論説とか意見を読むと、すごく立

派な議論がある。だから、そういうものが最終

的にはアメリカを救うということになっても

らいたいなと思います。 

司会 ピーターさんにも、ワシントン経験も

あるということで、その 2大政党の行方につい

てどうお考えですか。 

ランダース 共和党の中で、確かに議会では

対ロシア関係とかフリン前補佐官の話を調査

すると言っていますので、その調査はどうなる

かわかりませんが、いまのところ、先ほど言っ

たコアな支持者が動揺していないということ

で、本当に一部の議員が反トランプの立場はと

っていると思います。特に大統領候補だったマ

ケイン上院議員があからさまな批判はしてい

るけれども、大部分の共和党の上院議員、下院

議員は、いまのところは批判しない。何とかこ

の政権のまま……。せっかく政権をとったから

ということはあると思いますね。 

せっかく政権をとったから、ずうっとオバマ

政権のもとでできなかった政策をやりたい。ト

ランプさんはいろいろ言っているかもしれな

いし、ドタバタはあるかもしれませんけれども、

支持者はそんなに離れていないし、1党が大統

領と議会両院を支配している状況はめったに

ないので、これを利用したいという議員がまだ

圧倒的に共和党の中に多いので、造反があると

すれば、全員で造反するという感じで、一気に

造反することになると思います。いまのところ

は、造反組は非常に少ない。 

民主党については、ワシントン支局にも 5年

ちょっといましたけれども、次世代の指導者が

いない。今回、年齢でみても、いま、クリント

ンさんが 70 歳近くになっていますし、サンダ

ース議員が、私の父親はちょうど同じ年齢、75

歳で、同じニューヨークのアクセントを持って

いるんですが、次の世代、私と同じぐらいの年

齢の次世代の候補、しかも、全国に支持を集め

られるような候補。民主党のカリフォルニアと 

 

 

 

かニューヨークとか大都市で支持を得られる

候補ではなくて、そういう人もいるんですけれ

ども、全国でオバマ大統領のように支持を集め

られるような次世代の指導者が、いまのところ

見当たらない。これからの 3年間で必死に探さ

ないと、トランプ大統領はもしかして 2回目の

当選をされる可能性はあると思います。 

司会 ありがとうございました。 

もう時間を過ぎていますので、田中さん、も

し補足することがあれば、最後に一言お願いし

たいのですが。 

田中 私、先鋭的なことを申しあげたような

気がするんですね。だけど、ぜひ誤解しないで

いただきたいんです。それは私の役割だと思っ

ているんです。私は別に政府と関係があるわけ

ではないし、官邸と関係があるわけでもない。

だけど、いろんな国に行って、その国の意見を

聞きながら、日本の国がこうあるべきだという

議論をすることが必要なことだと思っている

ので、あえて先鋭的な議論を申しあげたんです

ね。 

だから、あいつ、けしからんと思われる方が

いても、ぜひ許していただきたいと思います。

（笑） 

 

司会 それでは、時間が過ぎましたので、こ

のあたりで終わりたいと思います。お二人にま

た拍手でお願いいたします。どうもありがとう

ございました。（拍手） 

恒例の揮毫ですが、田中さん、いまもお話が

出ていましたけれども、トランプ政権のことで

すが、「知的インテグリティの欠如」というこ

とを書いていただきました。ピーター・ランダ

ースさんには、「論議の楽しみ」ということで、

皆さんと議論することは楽しいということで、

優しい字で書いていただきました。どうも本当

にありがとうございました。 

最後に、記者クラブから記念品を贈呈したい

と思います。（拍手） 

（了） 

 


