そ こで 、今回 の教訓 を 「臥薪嘗胆」 として、以下、今後政府 が優先的に取 り組む べ き
課題 を列挙 し、提言 とした い。
● 総合的安全保障体制 の確立 :官 邸 を中心に、軍事安全保障、経 済安全保 障、資源 エ
ネル ギー安 全保障 、食料安全保 障、情報安全保 障 の 5本 柱 を包括す る総合安全保 障
戦略 を策定、実施 してい く体制 を早急 に確 立す べ き。とくに 日米同盟 の深化 と並行
して 、我 が 国 の 自主防衛態勢 の強化 を急 ぐべ き。
● ロシア、ASEAN、 中央アジアヘの関与戦略の確立 :中 国 との友好 関係 を堅持す べ き こ
とは当然であるが 、過度 な中国依存 を避 けると同時に対 中牽制 の意味 (現 代 の 「遠
交近攻」策)か ら、 ロシア とは、早期 に平和条約 を締結 し、 シベ リア・ サハ リン開
発や対 中央 アジアヘ の共同支援 な どを通 じ戦略的提携 を急 ぐべ き。 また 、「世界 の
工場 として の 中国」の代替にな り得 るASEANへ
援 を強化す べ き。

●

のイ ンフ ラ整備 と投 資促進 の支

日中関係の根本的見直し :船 長釈放以後 もなお謝罪 と賠償 を求 めるな ど、理不尽 か
つ 不誠 実な姿勢 を続 ける中国政府 に対 し、拘束 中の 4人 の民間人 を即時釈放 し、報
復措置 を全面解除す るよ う求 めるとともに、 この機会 に 日中の 「戦略的互恵 関係 」
の具体的な意義 と内容 につい て再検討すべ き。

● 戦略資源 の供給リスクの分散化 :レ アアース等 の備蓄体制 の強化 とともに、資源 エ
ネル ギー安全保障戦略 の速や かな策定 と実行 を図 るべ き。また、中国 の 日本 に対す
る レアアース等 の禁輸措置 が確認 された場合 には、WTOに 早急 に提訴す べ き。
● 南西方面の防衛体制の強化 :『 防衛計画 の大綱 』見直 しプ ロセ スお よび 日米 同盟深
化 の協議 を通 じて 、沖縄本 島を中心 とした南西諸島方面へ の一層 の防衛態勢 の強化
を図 るべ き。併せ て、海 上 自衛 隊 (お よび米海軍)お よび海 上保安庁 による海洋警
備 体制 の強化 を図 るべ き。また、できるだけ早 い段階で、尖閣諸 島 の周辺 で 日米共
同 の軍事演習 を展 開す べ き:
● 尖閣諸島における実効支配の確立 :早 急 に、現状 の民間人所有 による私 有地借 り上
げ方式 を改め、国 が買 い取 る形で国有地に転換 し、灯台や警戒監視 レー ダー な ど構
造物 の設置 を進 めるべ き。
● 西太平洋 における海洋秩序 の構 築 :域 内諸国 のシー レー ンが通 る東 シナ海 お よび南
シナ海 にお ける航行 の 自由を確保す るため、米国や ASEAN、 韓 国、豪州 な どと
協調 し、海洋秩序 に関す る国際的な枠組み作 りに着手す べ き。
●

日中間の危機管理メカニズムの構築 :日 中間の危機 にお ける対話 の ための管理 メカニ
ズム を構築 し、海 上 にお ける偶発的な事故防止 、危機 回避 シ ステ ム を確 立す べ き。

4.結 語
本事案 は、国家 として の尊厳 につい て我 々 に鋭 く問いか けてい ると思 う。い たづ らに
政府対応 を批判す るので はな く、臥薪嘗胆 を旨として、将来 にわた り凛 として 自立す る
国家 を 目指 し、今 こそ国民的議論 と行動 を興すべ き時である。

