
 

 



 

 

巻頭言 

 

            

IISIA CEO 原田武夫 

「音を立てて始まった“日本バブル”第 1弾の最終章。ところがそれに私たち日本勢が気づいたのは

“今この瞬間”である」これが今年（2014年）の年頭にあたっての弊研究所が抱いている所感です。目

先では明らかに私たち日本勢は出遅れています。グローバル・マクロ（国際的な資金循環）の本質を見

抜けていません。「しかし、だからこそ今、何を知り、何を考える必要があるのか」――これが最新号（2014

年 1 月号）の「IISIAマンスリー・レポート」の“通奏低音”です。 

 

 最初に掲げました論考「『ビットコイン』というオルタナティヴ」はここにきて大変注目され始めてい

る仮想通貨「ビットコイン」に関するものです。中国勢が引き締め措置に入るまでの間、急騰してきた

この「ビットコイン」。しかしその実態は必ずしも明らかになっていません。一体、誰が何の意図をもっ

てこれを“流布”させたのか。またその行く末はどうなるのか。そして国際通貨体制を「ビットコイン」

の隆盛をも受けつつ、どのように考えるべきなのか。様々な角度から謎の仮想通貨「ビットコイン」に

迫ります。 

 第二の論文「『核の飢餓』を考える」はあり得べき地域的な核戦争による食糧危機について論ずるもの

です。「ヒロシマ・ナガサキ」に 2発の原子力爆弾が投じられ、人類史上最大の惨劇が発生してから間も

なく 69年。記憶が徐々に風化しつつある中で、中東勢を中心に再び「核の脅威」が首をもたげ始めてい

ます。仮に地域的な核戦争が発生した場合、地球上の気候はどのように変化してしまうのか。そしてこ

れを受けて発生する食糧難はやがて飢餓を引き起こすことになるのか。衝撃の展開可能性を探ります。 

 最後の論考「『南太平洋のフランス軍の展開動向』」はフランス勢によるアジア勢に対する軍事的なプ

レゼンスの“今”と“これから”について論究するものです。フランス勢は南太平洋に海外領土を持ち、

そこから東南アジア勢のみならず極東地域に至るまでの「アジア勢」を広く念頭に置いた軍事戦略を展

開しています。その力の入れようは近年、ますます強まるばかりであり、「その向こう側にフランス勢は

何を思い描いているのか」が強い関心を専門家たちの間で集め始めています。金融メルトダウンの最終

局面において強烈なデフレからもはや逃れることの出来なくなった欧州勢の中にあって、フランス勢が

地政学リスクによる軍需の高まりをどのようにアジア勢において“演出”するのか。――徹底検証しま

す。 

 今年（2014年）は「日本バブル」の年であり、同時に「動乱」の年でもあります。そのような中にあ

っても確かな羅針盤を手にしたいとお考えの全ての日本人のために。今月号も全力投球でお送りする

「IISIAマンスリー・レポート」をどうぞよろしくお願い致します。 

 

     

           2014年 1月 1日記す  
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 第 1 章 （緊急連載）国際通貨体制の未来 （その 7） 

 

「ビットコイン」というオルタナティヴ 

～“中央銀行制度の黄昏”は本当に到来するのか？～ 

 

                   （担当執筆 CEO  原田 武夫） 

 

１．はじめに 

 今次金融メルトダウンが続く中、先行きがますます不透明になっている金融マーケット

の中でひときわ目立つ存在になりつつあるものがある。仮想通貨「ビットコイン（bitcoin）」

である。昨年（2013年）に入り一時は 1単位（BTC）あたり実に 1,250ドルを超えるレヴェ

ルにまで達し、マーケットは極端なまでに沸騰した。 

 

（図表 1-1 ビットコインの対米ドル・レート） 

 

（出典：Blockchain） 

 

 一般に「仮想通貨」とは通常の通貨とは異なり、発行元が各国勢の中央銀行ではないと

いう点に特徴がある。しかしそれだけにマイナーな存在であり、世界的に流通などおよそ

してこなかったと言うことが出来る。 
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 しかしこの新しい仮想通貨「ビットコイン」は全く事情を異にしているのである。これ

は明らかに国際社会全体に受け入れられており、米欧勢だけではなく、中国勢や日本勢と

いったアジア勢からも積極的に取引希望者がマーケットに参入していることがうかがわれ

るのである。通常であれば「中央銀行」、あるいはその背後にいる「中央政府」の信用があ

るからこそ流通するのが通貨である。ところがこうした常識を打ち破ったビットコインは

なぜここまで爆発的に普及し始めているのであろうか。 

 そこで本稿ではこうした疑問に答えるべく、（1）そもそも仮想通貨「ビットコイン」と

は何かについて振り返った上で、（2）通常の通貨を巡るシステムを考えた後、（3）「ビット

コイン」を巡り今後どのような展開があり得るのか、とりわけこの「ビットコイン」が今

次金融メルトダウンを超越するための切り札になり得るのかを中心に考察してみたい。 

 

 

（図表 1-2 「ビットコイン」の創始者とされる“中本哲史”による論文） 

 

（出典：bitcoin.org1） 

 

                                                   
1http://bitcoin.org/bitcoin.pdf 参照。 

http://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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２．「ビットコイン」とは何か ～その謎の実態に迫る～ 

 「そもそも仮想通貨『ビットコイン』とは一体何なのであろうか」――こう考える時、

読者は最初から壁にぶち当たってしまうことになる2。なぜならばここまで普及した仮想通

貨であるにもかかわらず、そもそも一体誰がどのような目的で開発した「仮想通貨」であ

るのか、全く判明していないからである。そのような中で判明しているのは、ビットコイ

ンが「中本哲史（Satoshi Nakamoto）」なる名前の正体不明の人物によって投稿された論文

に基づいたものであり、2009年から運用が開始されたということだけなのだ。 

 実に最初から多くの謎に包まれているビットコインだが、その特徴を簡単にまとめてみ

ると次のとおりとなる： 

 

●ビットコインはオープン・ソースなピアツーピア型の電子マネーであり、暗号通貨の一

種である 

 

●ビットコインには中央銀行のような「発券銀行」は存在していない。通貨の発行や取引

は上述のとおり、全てピアツーピア・ネットワーク上で行われている 

 

●ビットコインの全ての取引履歴はブロックチェーンと呼ばれる台帳に記録される。ブロ

ックチェーンはネットワーク上のノードに分散的に記録される。過去の取引の全てが記

録されているため、これを見ると取引の整合性を誰でも検証することが出来る点に特徴

がある 

 

 要するにインターネット上で「仮想通貨」がやりとりされており、その取引は全て公開

されているというわけなのである。そしてこの「仮想通貨」に対しては何らの裏付けもな

く、ただ「皆が使うことの出来るものなので使われている」という“事実”だけが世界中

に拡散してきているのだ。 

 一般に「仮想通貨」はそもそも最初に中央銀行が発行している通常の「通貨」と一定の

レートで交換されることからマーケットに投じられることが多い。ところがビットコイン

はこの点で大きく異なっている。なぜならばビットコインは他の仮想通貨と同様、通常の

「通貨」との交換によっても得ることが出来るが、他方においてインターネット上で「採

掘」することも可能とされているからである。この点を更に詳しく書くと次のとおりとな

る3： 

                                                   
2以下の記述は主に下記による： 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  
3以下の記述は主に下記による： 

http://blogos.com/article/75716/ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
http://blogos.com/article/75716/


IISIA マンスリー・レポート 

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 

Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. 

6  

 

●上述のとおり、ビットコインの取引は全て記録されている。しかし当初は「未承認の取

引」として記録されるに過ぎない。そしてこの「未承認の取引」に対しては“承認”の

作業がなされなければならないと規定されている。そしてこの承認作業を自らのコンピ

ューターを用いて行う人物に対し、その見返りとしてビットコインが与えられることに

なっており、こうしたプロセス全体が「採掘（mine）」と呼ばれている 

 

●ビットコインの取引は少ない時で 100、多い時は 1,000といった単位でまとめられ、「ブ

ロック」という単位で記録されている。そしてこのブロック毎にまとめられた取引記録

に番号がつけられ、チェーン上につながり、取引記録全体として保管されている。これ

はいわば過去の全ての取引を記録した元帳のようなものである。「承認作業」とは、承認

済みの元帳に、未承認の新しい取引記録のブロックをつなげて追加していくことを指し

ている 

 

●ここでブロックを元帳の末尾に正しくつなぐためには、つなぐための「キー」となる値

を見つけなくてはならない。この時、承認したい取引の記録（ブロック）を B1、そして

この取引の元帳の最後に記録されている取引ブロックを B0とする。B0の記録をつかって、

その記録を代表するようなある値をつくり、これを H0とする一方で、もう一つの値を「キ

ー」に相当するものとして keyとする。この二つの値（H0、key）をさらにハッシュ関数

4に入れてハッシュ値 dを得ることとされている。この時、ビットコインでは SHA5のアル

ゴリズムが用いられている（SHA(H0, key)→d） 

 

（図表 1-3 ビットコインの取引（模式図）） 

 

（出典：BLOGOS6） 

                                                                                                                                                     
http://blogos.com/article/75996/  

4http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E9%96%A2%E6%95%B0 参照。 
5http://ja.wikipedia.org/wiki/SHA 参照。 
6http://blogos.com/article/75716/参照。 

http://blogos.com/article/75996/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E9%96%A2%E6%95%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/SHA
http://blogos.com/article/75716/
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●ここで生成された値 dについて精査されるのであるが、ビットコインでは得られた dの

値の先頭に 0が 32個並べば、それでブロックをつないで良いという決まりになっている。

もっともハッシュ値をつくって、先頭にゼロが 32個も並ぶのは極めて低い確率なのであ

って、それが出来るまでひたすらランダムに数値を投入し、ハッシュ関数に入れてゼロ

が 32個ならぶかどうかを試すことになる。そして適切な keyの値が得られるとそれが「正

解」ということになり、各ブロック 1名のみに対してビットコインが与えられるのであ

る 

 

（図表 1-4 USB ポートに差すだけで bitcoin を「採掘」する miner の例） 

 

（出典：Gigazine.net） 

 

 このようにビットコインは既存の「通貨」の量とは無関係にサイバー空間上で生成され

る点に大きな特徴がある。つまり後述のような中央銀行が発行する「通貨」が受けている

様々な制約からはフリーな存在なのである。 

 しかしそれだけではビットコインに対して人々が「価値」を見出すことは出来ない。な

ぜならば仮に無尽蔵に“採掘”が可能なのであれば、それは空気や水のようなもの（実際

には空気も水も「有限」なのであるが）としてとらえられてしまい、限りなく無価値と考

えられてしまうからだ。そこでビットコインにはあらかじめ以下のような「仕掛け」が施

されている： 

 

●ビットコインの総量は最初から 2,100万コインと定められている。そこから逆算すると

6,929,999 番目のブロックが記帳されるのが最後の「生成」のタイミングということにな

る 
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●また記帳されたブロックの数が多くなればなるほど、徐々に「報酬」として与えられる

ビットコインの数は少なくなるよう設計されている。具体的には最初の 21万ブロックを

記帳した者に対しては 1ブロック毎に 50ビットコインが与えられるのに対し、21万 1

ブロック目から 42万ブロックまでの記帳を行った人は半分の 25ビットコインだけが与

えられることとされており、以降 21万ブロック単位で与えられるビットコインの数は半

減していく。その結果、上記のとおり、ビットコインの総量は 2,100万枚ということに

なる 

 

（図表 1-5 今年（2013 年）の段階で想定されているビットコイン「採掘」の見通し） 

 

（出典：bitcoin.co.jp7） 

 

 現状では 2009年にビットコインがマーケットに投入されて以降、約 132年が経過する

2141年頃に最後の 6,929,999 番目のブロックが記帳され、最後のビットコインが発行され

る見込みとされている。一方、こうして最後のビットコインが発行された後も「取引」が

成立するためには、記帳が継続して行われる必要があるため、これに対する報酬として「手

数料」が別途設定可能ということにもなっている。これは取引毎に設定することが可能で

                                                   
7http://www.bitcoin.co.jp/faq/faq.html参照。 

http://www.bitcoin.co.jp/faq/faq.html
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あるため、将来的にはより高い手数料を設定された取引から順番に記帳されていくという

ことになる見込みである。またブロックを記帳するのに要する時間は約 10分になるようあ

らかじめ設定されている。 

  

 このようにビットコインには緻密な計算が施され、その構造が将来にわたって設計され

ている。だが、そうであればあるほど気になって仕方が無いのが「ビットコインを開発し

たのは一体誰なのか」という点である。 

 この点についてロシア勢の国営メディアである「ロシアの声（The Voice of Russia）」

は概略次のような分析を施している8： 

 

●ビットコインの「生みの親」としてまず目されているのはニック・サボ元米ジョージ・

ワシントン大学教授である。同氏は 10年にわたりビットコインに類似した仮想通貨「ビ

ットゴールド」の創設に携わっていた他、ビットコイン誕生の直前に複数のプログラマ

ーを探していたことが判明している。また仮想通貨について権威とも言える同元教授に

ついて、上述の「中本論文」が全く言及していないことも逆にこうした疑いが持たれる

理由になっている 

 

●また京都大学の数学者である望月新一（同数理解析研究所・教授）も「生みの親」と考

えられている。同教授は 2012年に数学界で世紀の難問とされてきた「abc仮説」の証明

をインターネットで発表し、世界中を震撼させた。しかしその後、同人は本件について

も沈黙を守ったままである 

 

（図表 1-6 「ビットコインの親」と目されている一人・望月新一京都大学教授） 

 

（出典：京都大学9） 

                                                   
8http://japanese.ruvr.ru/2013_12_16/126010499/参照。 
9http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/参照。 

http://japanese.ruvr.ru/2013_12_16/126010499/
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/
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●加えてビットコイン財団を率いているゲヴィン・アンドレセンも「ビットコイン生みの

親」の一人ではないかと目されている。プリンストン大学出身の同人は「中本哲史」が

消えた後、ビットコインの主任開発者と理論家の両方を兼任し、自らを「ビットコイン

の創始者である」と“喧伝”してきた経緯がある 

 

●もっともこのようにビットコインの「生みの親」を特定の個人ではないかとする議論に

異論が述べられていることも事実である。国家あるいはそれに類似した規模の組織が何

らかの目的で流通させているのであって、資金の流れをトレースすること自体が目的で

はないかとも考えられている 

 

 全てが謎に包まれている仮想通貨。それが「ビットコイン」であるわけだが、それでは

そもそもこのビットコインと比べて通常の「通貨」はどういった特徴があるのであろうか。

またそこから翻ってビットコインはいかなる“問題”を既存の通貨秩序との関係で孕んで

いるのであろうか。 

 

（図表 1-7 ビットコイン・プロジェクトの公式 HP（日本語）） 

 

（出典：Bitcoin.co.jp） 
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３．通常の「通貨」秩序、そして金融資本主義 ～国際金融資本との関係性～  

 一般に通貨とは三つの機能を担っていると考えられている。第一に「交換」機能である。

A と Bを交換する際にその媒介としての役割を果たすというわけである。 

 第二に「価値の尺度」機能である。あるモノ Aがいかなる価値を担っているのかを考え

るに際して、人々の間で共通の「尺度」が必ず必要になる。それが通貨だというわけであ

る。 

 第三に「価値の保蔵」機能がある。例えば金（ゴールド）という形で持っていても良い

が、それでは危険なので通貨＝紙幣という形でより手軽に金庫の中に保蔵しておくという

わけである。 

 このように考えた場合、ビットコインは「交換」機能は既に立派に果たしてきている。

大抵のものはインターネット上でビットコインにより購入することが可能だからである。

また「価値の尺度」という面でも交換レートが変動相場制すら形成してきているとおり、

既に確立していると言って差し支えない。 

 これに対して問題となってくるのが、「価値の保蔵」機能である。なぜならばそもそもビ

ットコインとはコンピューター上にだけ存在しており、言ってみればある種のゲームを解

いたことに対する対価としてゲームの中で与えられる仮想通貨といっても過言ではないか

らだ。つまりビットコインそのものに果たして「価値」があるのかどうかは疑問だという

ことになってくるわけなのである。 

 もっともこのように述べると通常の「通貨」にも果たして“価値”があるのかという議

論にはなってくるはずだ。とりわけ管理通貨制度となっている今日、通貨＝紙幣は結局の

ところ「価値がある」と人々が信じているからこそ使えるに過ぎないのであって、逆にそ

うした信頼が何らかの理由で消失してしまえば、文字どおりの“紙屑”になってしまう危

険性は常にあるのである。 

 ただし完全に“紙屑”になってしまうのかというとそれもまた誤った考えである。なぜ

ならば通常の「通貨」を巡っては、中央銀行という機関（institution）を媒介として次の

ようなシステムが成立しているからだ： 

 

●米欧勢を中心とした各国勢において根源的な勢力（王族など）がまず国際金融資本に対

して資産を預ける。これを受けて国際金融資本は諸国勢の中央銀行に対して「出資」を

行う 

 

●「出資」を受けた諸国勢の中央銀行は、当該国勢の政府が発行する「国債」を引き受け、

代わりにマネーをそのマーケットに対し供給する。これにより潤ったマーケットではビ

ジネスが活発に行われるようになる 
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●マーケットでビジネスが盛んになれば、そこから当該国勢の政府が徴税を行うことが可

能になる。こうして国家の歳入が生じる中で国債は償還され、中央銀行は利子を含めた

マネーを返還される 

 

●すると中央銀行は「出資」に対する配当の形で国際金融資本に対し、マネーを支払うこ

とになる。国際金融資本はそれをベースに今度は資産を預けてくれた根源的な勢力（王

族など）に対し、利子を支払う 

 

●なおこのシステムにおいて中央銀行は自らが発行する通貨（財務諸表上は「負債の部」

に計上）の裏側でこれを支えるものとして、「国債」「外国債」「金（ゴールド）」を保有

するのが一般的である。このことは金本位制が放棄されてからも全く変わっていないの

であって、通貨は結果として、1）当該国勢の経済力（＝国債償還能力）、2）外国債を発

行している諸国勢の経済力（＝外国債償還能力）、そして、3）金価格によってその価値

を担保されていることになる 

 

 上記のとおり、既存の「通貨」とは要するにグローバル・マクロそのものの活力と、そ

れにも連動している金（ゴールド）の価値に担保されているというわけなのだ。そしてグ

ローバル・マクロとは要するに国際的な資金循環なのであって、諸国勢の間、あるいは地

域勢の間で「上げ」と「下げ」が“演出”されることによりヴォラティリティが生じ、様々

な金融商品を通じた利益の獲得が可能となっている。そこでは特定の金融商品が極めて画

一的なルートで増殖することはあってはならず、むしろ金融商品相互の因果関係が確定的

ではないからこそ、ヴォラティリティの“演出”がしやすくなり、「投機」が生じるという

わけなのである。そしてヴォラティリティが織りなす「場」を近代以降、取り仕切ってき

たのが欧州系（後に米系も加わる）国際金融資本なのだ。 

 ところがビットコインは近現代を貫き存在してきた「金融資本主義」そのもののシステ

ム、そしてその中核を構成する「通貨」とは余りにもかけはなれた存在なのである。一部

重複となるが、両者の差異をまとめると次のとおりとなる： 

 

●ビットコインの発行主体は国際金融資本が「出資」によって支配する中央銀行ではない

ということ。あくまでもピアツーピアによってやりとりされているに過ぎず、そこには

いかなる形であれ、国際金融資本や中央銀行といった存在は介在していない（したがっ

て国際金融資本もその限りにおいては関与していない） 

 

●ビットコインの「価値」はあくまでも観念上のものに過ぎず、何らかの絶対的な代替物

によって担保されたものではない。したがって関係者が「高騰する」と考えれば理論的
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には際限なく高騰する可能性があり、同時に「暴落する」と考えれば無限に価値を下げ

る危険性がある 

 

●通常の「通貨」については中央銀行の金融政策（例：「量的緩和」）、あるいはその裏側に

あるものとして政府の財政政策による縛りがある。これに対してビットコインではこう

した縛りはなく、あくまでも個人と個人との間の信頼関係によってのみ、その価値は変

動し、個人による「努力」でだけ通貨量は増大する 

 

●ビットコインが存在するのはインターネット上においてのみである。これに対して通常

の「通貨」は紙幣あるいは硬貨という“現物”で一応は存在することになっている。た

だし後者についても信用創造により存在している通貨がほとんどであることを勘案すれ

ば、「現物性」という意味でビットコインにより近づいていくことも事実である 

 

 以上見てきたとおり、ビットコインは通貨が本来もつべき三つの機能の内、二つをクリ

アしているが故に、通常の「通貨」と完全に切り離された存在であるわけではない。だが

そうであっても最も決定的なのはそれが中央銀行を介在させておらず、さらにいえばその

上位に位置する存在としての国際金融資本が少なくとも表面的に見る限りにおいては関与

していないという点なのだ。 

 したがって「果たして国際金融資本はビットコインに対してどのような対応を取るのか。

促進するのか、あるいは潰そうとするのか」が問題になってくる。そして先述のとおり、

ビットコインの対米ドル・レートがいよいよ 1,250 ドルにまで達した昨年（2013年）11月

以降、この関連と考えられる動きが次のとおり矢継ぎ早に起きているのである： 

 

●先月（2013年 12月）13日、欧州銀行監督局はビットコインに関する声明を発表。「別の

仮想通貨の人気が高まった場合に価値が急激に落ち込むリスクがある」とし、投資家に

対して注意を呼び掛けた10。その上で同局は仮想通貨の取引は金融当局が監督していない

ため、交換所が破綻した場合、損失を被った投資家が保護されない他、不正な資金の流

れを隠すマネー・ロンダリング（資金洗浄）等の犯罪に使われる恐れもあるとした上で、

規制や監督の実施を検討している旨明らかにした 

 

●同月、ノルウェー勢の政府当局はビットコインについて「通貨には該当しない」との確

定的な解釈を公表し、そうではなくてある種の投資行為であると断定した11。そしてビッ

トコインは「投資対象の資産」であり、これによって利益を獲得した場合には税を払う

                                                   
10http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131214/k10013827761000.html 参照。 
11http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/internetgeld-bitcoins-fallen-i

n-norwegen-durch/9226496.html 参照。 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131214/k10013827761000.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/internetgeld-bitcoins-fallen-in-norwegen-durch/9226496.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/internetgeld-bitcoins-fallen-in-norwegen-durch/9226496.html
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必要がある一方で、仮に損失を被った場合には所得からの控除を行うことが出来るとし

た（ただし米国勢の連邦司法省は「ビットコインは合法な支払い手段である」との見解

を公表している） 

 

 このように欧州勢の当局が非常にセンシティヴな対応をビットコインについて示す一方

で、日本勢や米国勢は少なくとも本稿執筆段階（2013 年 12月末）までにこれを規制すると

いった動きに出ていない点は注目に値する。一方、中国勢については中国人民銀行が銀行

セクターに対し「ビットコインを決済手段として用いることを禁ずる」旨通告したことが

知られている12。ちなみにビットコイン相場がこれによって崩落するに至ったことは記憶に

新しい。 

 

（図表 1-8 東京・渋谷にあるビットコインの取引所「Mt.Gox」） 

 

（出典：朝日新聞13） 

 

 ただし、こうした「アンチ・ビットコイン」の動きが続いているからといって国際金融

資本そのものも同じような行動をとっているのかというと決してそうではないという見解

も公開情報上では聞こえてくる。具体的には在ロンドンのロスチャイルド投資銀行の一部

門から概要次のような見解が非公式に表明されたとの指摘があるのだ14： 

 

                                                   
12同上参照。 
13http://www.asahi.com/business/update/0617/TKY201306170490.html 参照。 
14http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1rpm5p/rothschild_investment_bank_takes_note_of_bitc

oin/参照。 

http://www.asahi.com/business/update/0617/TKY201306170490.html
http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1rpm5p/rothschild_investment_bank_takes_note_of_bitcoin/
http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1rpm5p/rothschild_investment_bank_takes_note_of_bitcoin/
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●現状では国際金融マーケットで取引されている為替の量は毎日 5.3兆ドルにも上り、そ

の 4割がロンドン・シティ（City of London）を経由している。しかしこれを全く経由

していない為替取引がビットコインによるものなのであって、ロンドン・シティ関係者

はそれによるビジネスから何とかして利益を得ることが出来ないかと考えている 

 

●そのような中、一昨年（2012 年）、ロンドン・シティはビットコイン関係者を招いた会議

を主宰した。これを契機としてビットコインによるビジネスを営む者たちはロンドン・

シティに拠点を移そうと考え始めている。なぜならばロンドン・シティからは英金融監

督局に対してビットコインを通常の通貨と同じように取引することを認めるよう要請し

ているからであり、恐らくはそのような認可が降りることになるからである 

 

 このような動きを踏まえる限り、ロンドン・シティはビットコインを完全に排除しよう

としているわけではないと考えられるのだ。むしろビジネス上の観点からその取り込みを

図りつつあるのが現実なのであって、表向き欧州勢を中心とした「政府当局」がとってい

る態度とは異なった方向性がそこでは見え隠れし始めているのである。したがって「仮に

国際金融資本がビットコインを自らが裨益するものとしてそのシステムに組み入れるとし

て、それはどういった展開がグローバル・マクロで見られることを前提にしているのか」

という次なる問いが浮上してくるのだ。 

 

 

４．「ビットコイン高騰」から見える近未来 ～垣間見える「世界史刷新」の方向性～ 

 もはや欧州系国際金融資本の“雄”であってもその存在を無視出来ないと密かに認め始

めた感のある仮想通貨「ビットコイン」。それが仮にマーケットにおける“市民権”を国際

金融資本という強大な存在の支援を暗に受けながら得るのだとすれば、どのような展開が

考えられるのであろうか。 

 まず押さえておかなければならないのは国際金融資本にとって大切なことは、「根源的な

勢力（王族ら）」から預かった資産を増やすのではなく、その価値を一定に保つことだとい

う点である。だがマーケットとそれを取り巻く国内外情勢は多かれ少なかれ揺れ動いてお

り、為替と貴金属から成っているこれら国際金融資本の資産も放っておくと価値を変動さ

せてしまう危険性がある。 

 そのため、「投機」が行われてバブルが発生し、逆にそれがはじけるというフェーズもあ

るという「バブル経済」の原因となるツールが国際金融資本にとって必要であると言える。

すなわちそうした「バブル経済」のヴォラティリティを地域間で異なるフェーズにより維

持させ、同時に地域をまたいで金融資産を持つことで、結果的に国際金融資本は一定の資

産価値を保つことが可能になってくるのである。 
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 このような意味でのヴォラティリティを維持するために明らかに活用されているのが

「為替」であり、その大前提としての「変動相場制」なのである。だが今次金融メルトダ

ウンにおける経験を踏まえると、このシステムには致命的な欠点があると言わざるを得な

いのである。 

 それは各国勢の中央銀行の発行する通貨が、結局のところその政府が発行する国債の価

格によって担保されているという点である。確かに旧来は金（ゴールド）によってのみ支

えられていたが（金本位制）、しかしこれでは経済規模が金準備の価値に縛られてしまうた

め、現在はそれにだけ頼ることは一切取りやめられている。 

 その裏側でインフレ誘導による「バブル経済」の維持のため繰り返されてきたのが国債

の乱発なのだ。今次金融メルトダウンが、とどのつまり、各国勢の“デフォルト（国家債

務不履行）”リスクの極大化に帰着してしまっているのはそうした事情に依っている。 

 こうしたリスク極大化にもかかわらず「バブル経済」というゲームを続けるのであれば、

“デフォルト（国家債務不履行）”処理を何らかの手段で施し、ゲームをリセットする必要

がある。そのやり方には一方で明示的に「宣言」して行うもの（例えば 2002 年のアルゼン

チン勢など）、あるいはなし崩し的にこれを行うもの（恐らくは 2015年後半以降に日本勢

が「日本バブル」の後に実施するタイプ）の 2パターンがあるが、いずれにせよ国民から

の猛烈な反発を受けることは目に見えている。したがって為政者はこれを実現しようとす

ることに大いなるためらいを見せる可能性は十分ある。 

 そうなった場合であってもグローバル・マクロ（国際的な資金循環）を廻し、ヴォラテ

ィリティを維持するためのツールは必ず必要になってくる。だが、ここで述べたストーリ

ーの大本に戻って従来型の「通貨」を用いることはもはや出来ない。なぜならばその価値

の大半を担保していた国債が価値を崩落させてしまっており、それに対する荒療治が出来

ない以上、「通貨」そのものも従来の管理通貨制度を前提にすると人々はもはや用いないも

のになる危険性が高いのである。 

 

 そこで登場するのが「仮想通貨」としてのビットコインなのだ。なぜならば上述のとお

り、ビットコインには「価値の保蔵」という機能が厳密な意味では存在しないと考えられ

るからである。「別のあるモノが体現している価値がそれによって代弁されている」とされ

ているのではなく、あくまでも「人々がそれ自体に価値があると信じ込むからこそ流通し

ている」のがビットコインだからだ。 

 そうしたビットコインの価値を支えているのは無論、今次金融メルトダウンで問題とな

っている各国勢の「国債」でもない。したがって既存の「通貨」が抱えている根本的な問

題はそこにはなく、いわば「国家・政府・中央銀行が仮に破綻したとしても生き残る通貨」、

それがビットコインなのである。 

 こうした性格を持つビットコインは、グローバル・マクロを維持し、もって自らの資産
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の「価値」を維持しようとしている国際金融資本にとっては絶好のツールとなるはずだ。

無論、このように述べると「金（ゴールド）も同じ役割を果たすのではないか」との反論

も聞こえてくるものと考えられる。しかし金（ゴールド）は何といっても物理的な存在で

あり、その有限性があるからこそ、価値があると考えられている代物なのである。これに

対してビットコインは同じく有限ではあっても、極めて透明性が確保された中での「有限

性」である一方で、純粋な「投機」によって価値はいかようにでも変わるものである。工

業製品の資源としても使われており、暴騰するといっても自ずから限界のある「金（ゴー

ルド）」とは訳が違うのである。 

 この関連で大変興味深いのは、ここにきて「金価格の高騰が金採掘を世界各国で活性化

している結果、水銀汚染が深刻化する危険性が出てきた」旨の指摘がアシュケナージ勢と

考えられる公開情報経由でなされている点である。つまり金（ゴールド）は「有限」なの

であって、しかも健康被害を伴うものであるとのレッテルが貼られるようになっているの

だ15。こうしたネガティヴ・イメージの“喧伝”が、それ自体は人体に何らの影響を与える

ものではないビットコインとの比較でどのような効果を与えるのかに注目しておくべきで

ある。 

 他方でビットコインにもある種の「根源的な問題」が無いのかというと、そんなことは

全く無い。なぜならばビットコインはあくまでもインターネット上のものであり、何らか

の理由でサーバがダウンしてしまう等「障害」が生じた場合、その存在自体が危うくなっ

てしまう代物だからである。 

だがこのことは国際金融資本にとってはある意味“有用”でもあり得る点も指摘してお

かなければならない。米欧勢は「デフレ縮小化」に早くも苦しみ始めている。そのため、

莫大な量の通貨をマーケットへと流す「量的緩和」を繰り返してきたが、明らかにそうし

た努力も空しく、効果の乏しい状況が続いてきているのだ（「流動性の罠」）。そのため、後

に残されたのはこれまでばら撒かれてきた大量のマネーだけという状況が続いており、こ

うした状況をリセットし、再びゲームを始めるためには「一旦マネーを回収し、一瞬にし

てこれを何らかの手段で消失させる」ことが不可欠であるのだ。そうである時、ビットコ

インが抱えている、元来ならば根本的なこの「欠陥」が役に立つ可能性は十分あるのであ

る。すなわち富をまずは人々にビットコインの形で集積させ、ある段階でビットコインそ

のものをインターネットのダウンにより消失させてしまうのである。これによりグローバ

ル・マクロはものの見事にリセットとなり、もって「世界史は刷新」されることになると

いうわけなのだ。 

いずれにせよ不可解なのはこうした多重な役割を担わされている感の強いビットコイン

の成立にまつわり、日本勢の影が付きまとっている点である。仮にそのことが決定的な意

味を持っているのであるとするならば、我が国が「日本バブル」後、世界史の中心に躍り

                                                   
15http://chinaconfidential.blogspot.jp/2013/12/japanese-technology-could-help-solve.html 参照。 

http://chinaconfidential.blogspot.jp/2013/12/japanese-technology-could-help-solve.html
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出る際にビットコインは実のところ大きな役割を果たすのではないかとも考えられるので

あって、その動向からは決して目が離せないのである。 

その意味で「ビットコイン」には世界の、そして我が国の未来がかかっている。引き続き

それを巡る推移を注視していくべきなのだ。  
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【原田武夫の読書散歩（その 51）】 

「“今太閤”は 

本当は何と戦ったのか」 

 

このコーナーは日頃、クライアントの皆

様と接する機会を持つ際に「情報リテラシ

ーを高めるためにはどういった書籍に目を

通せばよいのか」といったご質問をしばし

ばお受けすることを踏まえ、“もう一歩先”

を目指す方々のため、弊研究所代表（CEO）

の原田武夫が毎月 1冊、書籍をご紹介する

コラムです。 

今回中澤雄大『角栄のお庭番 朝賀昭』

（講談社）をご紹介します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

先日、とある方にご紹介頂いて故・田中

角栄総理大臣の「番記者」を務めていたと

いう有名な新聞記者 OB氏と面会した。好々

爺といった風情の人物であったが、談笑し

ている中で突然きりっとした表情をされ、

私の瞳をしっかりと見つめながらこうおっ

しゃられたのが非常に印象的であった。 

「高級官僚の地位を捨てて娑婆に飛び込ん

だのですから、男子たるもの、一国の総理

大臣を目指しなさい。それが貴兄にとって

歩むべき道です」 

 私自身、現在行っている一連の活動、す

なわち“情報リテラシー”の涵養を通じた

我が国全体の「覚醒」という作業は、最終

的には「決断」という意味での政治（カー

ル・シュミット流の“政治”）に辿りつくこ

とになるだろうと考えてはいる。しかしい

かんせん、己はまだまだ小さいのである。

娑婆での修行を通じて、己という小さな核

からやがて渦を巻き起こすことを実証しな

ければ、およそ「政（まつりごと）」に出る

べきではないと考えている。それに軽々し

く「政治」について語ることは忌むべきだ。

軽薄さは「好事魔多し」なのであって、既

に命取りになることを身を持って知ってい

るつもりである。 

 だからこそ最近ではこうした“志”につ

いて語ることは全く無かったのであるが、

そこはさすがにかつての名記者である。こ

の新聞記者 OB氏はたちどころに私の心の

中を見通し、その中に渦巻く想いを言葉に

して下さった。 

 実に興味深かったのは何故にこの OB氏

がそこまで読心術を身につけることが出来

たかであった。たくさんのお話をお聞かせ

下さったが、その中で語られたことを踏ま

えて想うに、要するに「番記者」として 24

時間貼りついていた宰相・田中角栄からそ

うした術を見よう見まねで学んだようなの

である。 

 

 今回ご紹介したい本（中澤雄大『角栄の

お庭番 朝賀昭』（講談社））は正にその時

に感じた印象の延長線上にある「情景」を

くっきりと描き出すものであった。著者・

中澤雄大はまだ若いジャーナリストである。

だがその筆致は確かであり、「角栄のお庭

番」の独白を見事に描き出している。たと

えばこんな調子に、だ。秘書・朝賀昭がま

だ日比谷高校の生徒であり、田中角栄事務

所に衆議院の雑用係のバイトとして出入り

していた頃の話である： 

 

「政調会長室に数日通った頃、オヤジ

さんが思い立ったように私に聞いて
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きた。暑い日で、相変わらず扇子で

バタバタと扇いでいる。 

『朝賀、キミは来年、高校を卒業し

たら、大学はどこを受けるんだい』 

『いや、僕は大学には行かずに板前に

なろうかと思っています』 

 これが本音だった。我が家は母子家

庭で、小料理屋を一人で切り盛りす

る母の苦労を知っていた。さらに妹

もいる。・・・（中略）・・・ところが

オヤジの顔色がみるみるうちに変わ

ってゆく。扇子の動きが止まった。 

『なんで大学に行かないんだ！若い

者が勉強をおろそかに考えていると

は、なにごとだ。そんなやつは出入り

禁止だ』とすごい剣幕で怒り始めたの

である。 

『キミはオレのそばにいて、オレが学

校を出てないことがどれだけハンデ

ィになっているのか、分からんのか。

学問はどれだけやっても人生の邪魔

にはならんぞ。オレは実力では、誰に

も負けない。でも彼らは一流の大学を

出ている。しかしオレは学校を出てい

ないんだよ。おい、分かるか・・・』 

 高等小学校を卒業後にすぐに上京、

働きながら、現在は王子にある私立

中央工学校で建築を学んだオヤジさ

ん。東大卒が当たり前の政・財・官

界のエスタブリッシュメント（支配

階級・組織）と相まみえて、ここま

で登り詰めるには、並大抵ではない

苦労があったのだろう」16 

                                                   
16中澤雄大『角栄のお庭番 朝賀昭』（講談社）第

29～30頁参照。 

 もっともこのように述べるからといって、

田中角栄はその実子がそうであったような

「アンチ官僚」の急先鋒ではなかった。そ

うではなくて、自らのルサンチマンをうま

く方向転換し、エスタブリッシュメントた

ちの心を鷲掴みにするリーダーシップの術

を心得ていたのである。例えば初めて大蔵

大臣に就任した時、田中角栄は大蔵官僚た

ちに対してこう訓示したのだという17： 

 

「私が田中角栄だ。小学校高等科卒業

である。諸君は日本中の秀才代表で

あり、財政金融の専門家ぞろいだ。

かくいう小生は素人だが、トゲのあ

る門松は、諸君よりはいささか多く

くぐってきている。いささか仕事の

コツは心得ているつもりである。私

はできることはやる、できないこと

は約束しない。これから一緒に国家

のために仕事をしていくことになる

が、お互いが信頼し合うことが大切

である。従って今日ただ今から大臣

室の扉はいつでも開けておく。事務

次官ばかりでなく、今年入省した若

手諸君も、誰でも我と思わんものは

なんでも言ってきてくれ。上司の許

可を取る必要はない。思い切り仕事

をしてくれ。しかし責任の全てはワ

シが背負う。以上」 

 

 オヤジ＝田中角栄の下で議員秘書の一員

となった朝賀昭は、先輩秘書たちの振る舞

いを実に細かく見ている。だがそれよりも

何よりも、他の秘書とは全く違う役割を朝

                                                   
17同前掲書 第 40頁参照。 
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賀昭に与えたのは、後に「越山会の女王」

との異名をとることになる女性秘書・佐藤

昭との出会いであった。朝賀昭はその娘・

敦子に「お兄ちゃん」と慕われるまでにな

っていくが、他方で佐藤昭は最後まで「正

妻ではないが、政治家・田中角栄に最も近

い女性」としての立場に歓び、そして嘆き

悲しむことになる。そして佐藤昭が苦しみ、

叫ぶ度に世紀の大宰相・田中角栄はうろた

え、心から詫び、最後は手と手をとりあっ

て、天下国家を担う立場になるまで共に闘

うことを誓い合うのであった： 

 

「『オマエと二人三脚でとうとうここ

まで来たなぁ』――。総裁選前日の 7

月 4日の昼下がり、オヤジさんが佐

藤さんに向かって、節目ごとに必ず

言う決めゼリフでねぎらった。ソフ

ァの真向かいに座った彼女もしみじ

みと聞いている。いよいよ天下取り

が目前となり、田中角栄秘書になっ

て二十年の歳月のさまざまなことが

頭をよぎるのだろう。この時、田中

角栄五十四歳、佐藤昭四十三歳にな

っていた。 

『大臣には誰だってなれる。党三役は

そうはいかない。ましてや、総理総

裁になろうと思ってもなれるもので

はない。明日車にはねられるかもし

れないし、天の味方も必要だ。なり

たくないと思ってもならなければな

らないこともある』 

 佐藤さんからよく、こうしたオヤジ

さんの胸の内を聞かされたものであ

る。『もう明日の結果を待つだけよ。

ここまで頑張ってきたんだから、今

さらジタバタしても仕方ないわよ』。

彼女は自らに言い聞かせるように、

ぶつぶつ独り言を繰り返していた」 

 

 

 その後の展開は読者もよくご存じのとお

りである。栄華を極めたと思った瞬間、今

度は一番不意の攻撃（田中角栄の言葉で言

うところの「槍衾」）に見舞われた。佐藤昭

という誰も疑いようのない「女性問題」を

プライヴァシー蹂躙の形で糾弾されたこと

から始まり、田中角栄の転落の人生が始ま

る。 

 そして決定打となったのがロッキード事

件であった。筆者・中澤雄大の筆を借りて

語る朝賀昭はこの事件について真相の真相

を知る立場にはなかったことがうかがわれ

る。しかしオヤジの言葉は彼にとって絶対

であり、余りにも真実なのであった18： 

 

「一方、佐藤さんと私はといえば、知

り合いの会社へ挨拶に出向いた時に、

たまたま事件の一報を伝えるテレビ

のテロップに接した。先方が『なん

                                                   
18同前掲書 第 158頁参照。 
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だか大変なことになったみたいです

よ』と言うのを聞いて、ポカンとし

たことを覚えている。砂防会館に戻

ってくると、やって来た議員や新聞

記者たちが口々に『大変だ』と言う。

その後しばらく、『ピーナッツ』やら

『ピーシーズ』やら聞き慣れない隠

語のような言葉が報じられる。 

 『朝賀クン、これは大きな事件にな

りそうね。政府高官って誰かしらね。

ウチは飛行機とはなんの関係もない

からいいけど、お気の毒よねえ』  

 まったくの他人事であって、今まで

の日常と、なんの変化もなった。実

際、ロッキードが騒がれ始めてから、

しばらくたった四月頃、オヤジさん

が帰り際、砂防会館のエレベーター

に乗り込む時にふと、SPが大勢いる

前で思い立ったように私に聞いてき

た。 

『オイ、朝賀。トライスターってなん

のことだ？』 

『どういう意味か分かりませんが、三

つ星とか・・・・、飛行機の種類らし

いですね』 

『ふーん、アレは飛行機の種類なのか。

名前を聞いただけじゃ、なんのことか

ちっとも分からんな。じゃあ、行って

くるよ』 

 オヤジさんはそのまま大勢の SPを連

れて、夜の会合に出かけていった。

オヤジさんは、早坂さんとも同じよ

うなやりとりを繰り返したそうだ。

記憶力の良いオヤジさんだけに、一

度でも会話に上がれば、まず忘れる

ことはないので、まったく本人は認

識していなかったと思う」19 

 

 無論、事件を巡る真実は闇の中である。

「裁判」によって決着はついたかのように

見えるが、被告人・田中角栄が死亡してし

まったため、結局はうやむやになってしま

ったというのが実態だ。 

 その一方で後に残された佐藤昭は、一時

的に莫大な資産を得ることになり、「越山会

の女王」の名前を恣にする。だが、結果的

に訪れるのはさびしさゆえの過ちであり、

資産を全て失う転落の人生なのであった。 

 そして朝賀昭はといえば、新たに「目白

の館の主」となった田中角栄の実子に事務

所を追いだされ、佐藤昭と幻の「田中軍団

再興」を夢見続けることになる――。 

「全てはうたかたの夢」 

 そう言い切ることはたやすい。だが、彼

ら・彼女らが踏みしめた永田町の土の上に、

新たな柱を立てるとすればどうすべきなの

かを考えるとなると、感慨にだけ耽ってい

るわけにはいかないのである。ましてや

「2015年」という決定的な“その時”を前

にするならばなおさらなのだ。 

「人生いかにこの先生くべきか」――そ

れを克明に示す良書であった。一読を心か

ら勧めたい。   

 

                                                   
19同前掲書 第 254～255頁参照。 
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 第 2 章 新・世界秩序を探る（その 13） 

 

「核の飢餓」を考える 

～“限定的な核戦争”が引き起こす人類の危機～ 

 

                   （担当執筆 CEO  原田 武夫） 

 

１．はじめに 

昨年（2013年）11月、米国勢の NGO「社会的責任のための医師団(Physicians for Social 

Responsibility, PSR)」が公表した、「核の飢餓：20億人が危機にさらされる？（Nuclear 

Famine: Two Billion People at Risk? ）」と題する報告書（以下「本件報告書」）が国際

社会において静かな反響を呼んだ。 

 

（図表 2-1 NGO「社会的責任のための医師団」の公式 HP） 

 

（出典：Physicians for Social Responsibility20） 

                                                   
20http://www.psr.org/index.html参照。 

http://www.psr.org/index.html
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 1985年にはノーベル平和賞を受賞したことでも知られるこの老舗の NGOが本件報告書に

おいて題材にしたのは、今後、限定的なものであれ「核戦争」が発生した場合、いかなる

インパクトが地球上の食糧事情に関連して発生するかについてである。そしてこのタイト

ルで示されているとおり、そうした事情に陥った場合には総計で 20億もの人々が被害を受

けることになると結論づけたことが関心を呼んだのである。 

 そこで本稿では、（1）まず本件報告書の内容を概観し、（2）現段階における「あり得べ

き限定的核戦争シナリオ」を考察した上で、（3）両者を比較した上でのマーケットとそれ

を取り巻く国内外情勢において生じ得る変化について分析することとしたい。 

 

（図表 2-2 報告書「核の飢餓：20億人が危機にさらされる？」） 

 

（出典：同上21） 

 

 

 

                                                   
21本件報告書は下記の URL からダウンロードすることが可能である： 

http://www.psr.org/assets/pdfs/two-billion-at-risk.pdf  

http://www.psr.org/assets/pdfs/two-billion-at-risk.pdf
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２．「核の飢餓」の実態を探る ～気候変動を通じた甚大な被害の発生可能性～ 

 「核戦争」、すなわち核兵器が表立って戦争において投入されたのは、第二次世界大戦に

おいて米軍が我が国に対して 2度にわたり原子力爆弾を投下した実例があるのみである。

広島と長崎に投下された原子力爆弾によって数多くの人命が失われ、同時に大量の一般市

民が長く厳しい後遺症に悩むことになったのは周知の事実である。 

 もっともこうした「直接的な被害」だけが核戦争についてはハイライトされる一方で、「間

接的な被害」については語られることが余りない。つまり核兵器が戦争で使用された場合、

猛烈な爆風による破壊や放射性物質による被害が直接的に生じるのみならず、これが間接

的に遠隔地に対しても負の影響を与えることは余り語られることが無いのである。 

 

（図表 2-3 「広島型」「長崎型」原子爆弾が投下された場合における 

爆心地からの距離と死亡可能性） 

 

（出典：Toon他論文22） 

 

 しかし本件報告書によれば 1980年代の頃から、こうした「間接的な影響」こそ甚大なも

のになり得るという指摘がなされるようになった。具体的には米ソ対立が激しくなるにつ

れ、両国勢の間で実際に大規模な核戦争が発生すれば、「核の冬（Nuclear Winter）」とで

                                                   
22Toon, O. B. et al, “Atmospheric Effects and Societal Consequences of Regional Scale Nuclear 

Conflicts and Acts of Individual Nuclear Terrorism” 参照。 
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も言うべき気候変動が生じるはずだと専門家たちは分析し始めたのである23。具体的に言う

と例えば 1986年に米国勢の国立科学アカデミー（US National Academy of Sciences）が

発表した論文は、核戦争による最大の被害は直接的なものというよりも、むしろ大量の飢

餓（mass starvation）によるものであると結論づけていた24。 

 専門家たちによる見解に更なる変化が生じたのは 21世紀になってからである。2007年に

発表されたある論文は、広島型の原子力爆弾を 100 個程用いた「とても地域的に限定され

た核戦争（a very “limited” regional nuclear war）」であっても地球規模での気候変

動を引き起こすことが考えられるとしていた。しかしこの段階では気候変動といってもこ

の場合に生じる「寒冷化」がどのようなものになるのかデータが不足しており、有史以来、

地球上で発生した最大の噴火である「タンボラ山の大噴火」（1815年 4月 10 日）を念頭に

置きながら、恐らくは食糧事情に甚大な影響が生じるはずだと指摘されるに止まっていた25。 

 

（図表 2-4 1815 年の「大噴火」で生じた巨大な火口の見えるタンボラ山） 

 

（出典：Wikipedia） 

 

 同じ年に「社会的責任のための医師団」も報告書を公表。その中で同 NGO は限定的な核

戦争が 1回発生するだけでも、食糧生産が 10％低減し、その結果、10億の人々が飢餓に苦

しむことになるとの分析を提示したのであった26。 

                                                   
23Helfand, Ira, “Nuclear Famine: Two Billion People at Risk? Global Impacts of Limited Nuclear War 

on Agriculture, Food Supplies, and Human Nutrition”(Second Edition)第 3頁参照。 
24同上参照。 
25同上参照。 
26同上参照。 
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 本件報告書はこうした先行研究を踏まえたものであり、まず「限定的」かつ地域的な核

戦争が発生した場合に生じる気候変動については概要以下のような見解を述べるものであ

る： 

 

●例えばインドとパキスタンとの間で限定的な核戦争が発生した場合、最大で 660万立方

トンもの黒鉛が粒子となって大気に撒き散らされることになる。これが大気中で循環す

ることにより数年間にわたり地球上の気温は平均で 1.25度ほど下がる一方、核兵器の使

用から 10年経っても気温は 0.5度下がったままである 

 

●こうした気候変動によってインパクトを受けるのが穀倉地帯を含む北米地域とユーラシ

ア地域である。とりわけ降雨が少なくなってしまうことにより穀物の収穫が激減するこ

とが想定される 

 

（図表 2-5 限定的かつ地域的な核戦争が発生した場合の全世界における 

トウモロコシ収穫量の増減率（推定）） 
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（図表 2-6 限定的かつ地域的な核戦争が発生した場合の全世界における 

コメ収穫量の増減率（推定）） 

 

 

（図表 2-7 領土外で限定的かつ地域的な核戦争が発生した 4年後の中国における 

コメ収穫量に対するインパクト（推定）27） 

 

（出典（いずれも）：Helfand 論文） 

                                                   
27茶色（グラデーションで左）で塗られた地域はネガティヴなインパクトを受けるのに対して、緑色（同右）

で示された地域はむしろポジティヴなインパクトを受けることを示している。 
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 2013年の段階で国連の世界食糧計画（FAO）は世界中で穀物の備蓄は 5億 900 万トンほど

であり、世界人口による年間消費量（23億 3,900万トン）の 21パーセントほどでしかない

と算定している28。日割りで計算した場合、これは世界人口が 77日間消費する穀物の量で

しかないことになる。また、米農務省はより厳しい算定を行っており、世界全体における

穀物備蓄は 4億 3,200 万トン余りであり、これは世界人口全体の消費量の 68 日分であると

している。加えて、世界食糧計画は 2012年に 8億 7,000万の人々が既に栄養失調に苦しん

でいると分析しているのだ。 

 こうした前提条件が既にある中で、限定的かつ地域的な核戦争が勃発した場合、上述の

とおり北米勢やユーラシア勢といった世界有数の穀倉地帯で収穫量の激減がまず生じる。

その結果、世界全体では現状に加えて、4,000万もの人々が栄養失調に陥ることとなり、5

年が経過すると 6,700 万の人々が栄養失調になってしまうと考えられるのだ。そして「核

戦争」発生から 10年が経つと、2億 1,500万人が飢餓に苦しむことになると想定出来るの

である29。 

 この時、収穫量の減少そのものだけが問題になるわけではない。そこから副次的な形で

ネガティヴなインパクトが数多く発生する、と本件報告書は指摘する。具体的に列挙する

ならば以下のとおりである： 

 

●穀物の収穫量が毎年 20パーセント減少すると、穀物価格は平均で 19.7パーセント値上

がりする。地域別で見ると東アジア勢では 21.4 パーセント値上がりし、南アジア勢では

31.6パーセントもの値上がりが生じることになる。一方、仮に穀物収穫量が 40パーセン

ト減少した場合に、その価格は平均で 98.7パーセントも増加する危険性がある30 

 

●カロリー計算で考えた場合、穀物収穫量が 20パーセント減少すると、摂取カロリーは世

界人口全体で平均 10 パーセント減るものと考えられている 

 

●もっとも穀物収穫量の減少が価格に与えるインパクトを考える際、無視出来ないのが商

品マーケットの反応である。「投機」や「退蔵（hoard）」が横行するようになれば、価格

は極端なまでに高騰する。例えば 2008年 3月には小麦価格が 1日に 25パーセントも先

物主導で値上がりしたことがある 

 

 

 

 

                                                   
28Helfand前掲論文第 12頁参照。 
29同前掲論文第 13頁参照。 
30同前掲論文第 13頁参照。 



IISIA マンスリー・レポート 

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 

Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. 

30  

 

（図表 2-8 シカゴ・マーケットにおける小麦先物価格の推移（月足）） 

 

（出典：フジフューチャーズ） 

 

●限定的かつ地域的な核戦争の発生による穀物収穫量の減少は、それまでは栄養状態の良  

かった諸国勢にも大きなインパクトを与える。特に重大な影響を被るのが食糧自給率の

低い諸国勢である。具体的にはマレーシア勢、韓国勢、日本勢、台湾勢、そして数多く

の中東の諸国勢などが穀物自給率 50パーセント以下であり、問題となる31 

 

●他方、自ら巨大な穀倉地帯を抱え、問題の無いように見える中国勢も状況の変化によっ

ては深刻な事態に陥る危険性がある。中国勢では過去 30年に及ぶ経済発展により、国民

一人当たりの摂取カロリー量が 3,000カロリーを越えるようになっている。その多くを

自らが産出する食糧によって担っている中国勢は一見したところ有利な立場にいるよう

に見えるものの、仮に小麦の収穫高が 31パーセント以上減少し、これにコメの 15パー

セントの収穫減が加わるともはや食糧自給は不可能となってくる。トウモロコシに関す

る収穫減少分を加算すると、限定的かつ地域的な核戦争が発生することにより、中国勢

が摂取することの出来るカロリー量は 10パーセント以上低減してしまうことが想定され

ている。現状であっても 8億 7,000万人の人々が飢えに苦しんでいるのに対し、総勢で

13億人もの中国勢が加わるような事態になれば、全体で 20億の人々が飢餓に悩むことに

なるというわけなのだ32 

                                                   
31同前掲論文第 16頁参照。 
32同前掲論文第 17頁参照。 
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（図表 2-9 飢えに苦しむアフリカ勢の子供たち） 

 

（出典：Helfand 論文） 
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３．「限定的かつ地域的な核戦争」をイメージする ～先行研究と最新動向から導く～ 

 これまで繰り返し述べてきたとおり、本件報告書は「限定的かつ地域的な核戦争」の発

生を前提としている。それではそもそもこうしたタイプの核戦争は今後、発生する可能性

はあるのだろうか。また発生するとするならばどこでどのような形で発生することになる

のであろうか。 

 この点について本稿でまず先行研究として参考にしたいのが Toon らによる論文である。

2007年に公表されたこの論文には、「核保有国」と「潜在的核保有国」のリストが掲載され

ている33： 

 

（図表 2-10 2007 年段階における「核保有国」と「潜在的核保有国」一覧） 

 

（出典：Toon他論文） 

 

                                                   
33Toon他前掲論文第 1976頁参照。 
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 単純に言うならば図表 2-10で示される「核保有国」と「潜在的核保有国」との間の“順

列組み合わせ”の分だけ、「限定的かつ地域的な核戦争」が勃発する可能性があることにな

る。だが、例えばこの一覧表にはここにきて「核兵器開発のアウトソーシング疑惑」が“喧

伝”されるようになっているサウジアラビア勢が含まれていない34。したがってこれで尽し

ているのかというと疑問が残ると指摘しておかなければならないのだ。 

 ちなみにこの Toon他論文で大変興味深いのは「仮に東京が核兵器のターゲットとなった

場合、何が起きるのか」について詳細なシミュレーションを行っている点である35。これに

よると日本勢において核攻撃の標的として想定出来る 50か所の内、28か所が東京及びその

近辺にある。そして「全部で 28個の 15キロトン級の核爆弾」が空中で“炸裂”した場合

の被害状況を想定したのが図表 2-11である： 

 

（図表 2-11 「東京及びその周辺」で核爆弾が“炸裂”した場合の被害想定図） 

 

（出典：Toon他論文36） 

 

 本件報告書では先述のとおり、「100個の核爆弾が地域的に集中して投下されること」が

前提とされていた。したがって「東京とその近辺に 28個投下」というのもその想定内に入

ってくるわけであるが、その場合、どれほどの被害が直接的に生じるのかは図表 2-11で一

目瞭然なのである。 

 我が国のみならず、主要な国々の都市部に対してそれぞれ合計 50個の核爆弾（15キロト

ン級）が投下された場合の想定死者数を示したのが下記の図表 2-12である： 

                                                   
34この点については例えば英国勢による下記の公開報道を参考のこと： 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24823846  
35Toon他前掲論文第 1984頁参照。 
36○で囲まれているのが爆心地より半径 2キロメートル以内の地域であり、火災が発生する地域である。青

色のグラデーションはそれぞれの地域で核爆弾（15キロトン級）の“炸裂”が発生した場合の想定死者

数を示す。灰色のグラデーションは人口である。 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24823846
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（図表 2-12 各国勢の都市部に合計 50 個の核爆弾（15キロトン級）が 

投下された場合の想定死者数） 

 

（出典：Toon他論文37） 

 

 ここで注目しておきたいのがイラン勢に関する想定死者数である。図表 2-12によれば、

50 個もの 15キロトン級核爆弾が投下された場合（当然これにはミサイルによる核弾頭も含

まれる）、イラン勢では、（1）空中における爆発に伴う火災の死者数が約 743 万人、（2）地

上における爆発に伴う火災の死者数が約 423万人、そして、（3）地上における爆発で放射

性物質により死亡する者の数が約 137万人と見積もられている。単純計算でも合計で約

1,303万人となるが、イラン勢の総人口が約 7,420万人であることを考えれば、こうした「限

定的かつ地域的な核戦争」によってそこでは実に約 17パーセントもの人口が失われること

になるわけである。 

 これほどまでに甚大な被害が生じることが現段階において想定出来る以上、一旦仕掛け

られればイラン勢の側が猛反撃に出ることは目に見えている。イラン勢との関係で「敵国」

として知られているのがイスラエル勢である。図表 2-12によると、同様の核戦争が発生し

た場合、イスラエル勢においても合計約 444万人の死者が出ることが分かる。イスラエル

勢の総人口は約 720万人であり、「限定的かつ地域的な核戦争」でも実にその 62パーセン

トが失われてしまう危険性があるのだ。そうである以上、イスラエル勢もあらゆる手段を

用いて猛攻撃するはずだ。 

                                                   
37左から「空中で爆発した場合の火災による死者数」「地上で爆発した場合の火災による死者数」及び「地

上で爆発した場合の放射性物質による死者数」を指す。 
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 上述のとおり、国際社会における「潜在的核保有国」はこれら 2カ国以外にも数多くあ

る。しかし本件報告書において暗黙裡に前提とされているインド勢とパキスタン勢の間に

おける「紛争」はどちらかというと沈静化しており、かつそれ以外の諸国勢においても同

様に「核兵器カード」をちらつかせるのが稀になっている。これに対して明らかに「核兵

器の使用可能性」が日常的に語られるという、ある意味において異常な状況が続いている

のがイスラエル勢とイラン勢との間の対決関係なのだ。 

 更に注目すべきなのが、イスラエル勢による先制攻撃が想定されてきた以上、イラン勢

は当然、自ら「核兵器開発」を行ってきたはずだという点である。そしてこのことを前提

とすると、今度は既に 1960年代から「潜在的核保有国」として事実上、米国勢にもその地

位を認められてきたイスラエル勢以外にも、サウジアラビア勢、エジプト勢、そしてトル

コ勢までもが同じく「核兵器開発」を実際には行っていると考えるのが自然な流れなので

ある38。 

そしてイスラエル勢との関係で濃淡はあるにせよ、イラン勢による核兵器保有を絶対に

認められないこれらの諸国勢はイスラエル勢による攻撃と歩調を合わせるように、イラン

勢に対する攻撃を行うはずである。その際、「予防的措置」として核兵器が使用されないと

いう保障はないのであって、そうである以上、今度はイラン勢の側からこれらの諸国勢に

対して核兵器を用いた先制攻撃も当然想定されるというわけなのである。――その結果、

中東勢では「核戦争のドミノ」が発生してしまうことになる。本稿の文脈では当然、単に

直接的な死傷者が発生するということ以上に、間接的に「気候変動」及び「食糧難」とい

う形で国際社会全体が深刻な影響を受ける危険性があることに留意しておかなければなら

ないということになってくる。 

 

（図表 2-13 イラン勢の「核問題」に関する合意を祝い合う関係国勢の外相たち） 

 

（出典：New York Times） 

                                                   
38http://www.homelandsecurityresearch.com/2008/04/middle-east-going-nuke/参照。 

http://www.homelandsecurityresearch.com/2008/04/middle-east-going-nuke/
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４．「核の飢餓」に備える ～中東勢における地政学リスク“炸裂”に伴う発生可能性～ 

 以上の考察、すなわち一方では「限定的かつ地域的な核戦争が世界規模での飢餓を引き

起こす」という本件報告書の分析と、他方ではこうした核戦争が現状において最も発生し

そうなのが中東勢における地政学リスクとの関連であるという分析を重ね合わせた時、私

たち日本勢は一体何を考え、どのように備えるべきなのであろうか。本稿をまとめるにあ

たり、この点について卑見を述べることにしたい。 

 最も重要なのは、昨年（2013年）11月 23日（ジュネーヴ時間）に成立したイラン勢の

「核問題」に関する 7 カ国協議における“合意”の履行期限が今年（2014年）5月末（す

なわち「合意」成立から 6ヶ月後）に到来するという点である。基本的な構造を述べるな

らば、（1）イラン勢が「核兵器開発」は放棄することを立証する代わりに、（2）米国勢等

はイラン勢に対する金融・経済制裁を部分解除する、というのがこの「合意」の骨子であ

る。だが、この「合意」にはそもそも問題点があり、かつその後の対応についても既に齟

齬が生じてきてしまっている： 

 

●イラン勢が国際原子力機関（IAEA）による査察先として認めた施設の中には、イスラエ

ル勢等が最も問題視していたパルチンにおける原子力開発施設が含まれていない。その

ため、そもそも「問題が無い場所」を“査察”に付し、それによって隠蔽しようとする

意図が本件「合意」には含まれているというべきなのである 

 

（図表 2-14 イラン勢のアラクで建設中の重水炉） 

 

（出典：Thomson Reuters） 
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●また「合意」成立直前に問題視されていたアラクにある重水炉建設について、イラン勢

はその後、繰り返し「建設そのものを断念したわけではない」と表明してきている39。操

業に伴い核兵器の原料となるプルトニウムが産出されてしまうからこそ問題視されてい

たわけであるが、イラン勢はこれを真正面から無視する勢いを見せているのだ 

 

●対する米国勢も、「核兵器開発問題以外の理由であれば経済制裁を強化しても構わない」

という明らかに“詭弁”としか言いようの無い論理を“流布”し、対イラン経済制裁を

本件「合意」成立後に強めている40。イラン勢が面と向かってこれに抗議し、7カ国協議

という合議体そのものが崩壊するという最悪の事態に現段階（2013年 12月末）で至って

はいないが、仮にそうなった場合、米国勢も「合意違反」という誹りを免れない危険性

がある 

 

 したがって可能性という意味ではこの「合意」の履行期限が切れる今年（2014年）5月

末以降、双方が罵り合う中で「合意」が破局へと至り、イラン勢は事実上の核保有国とな

ってしまう危険性があるというわけなのだ。当然、こうした事態の進展はイスラエル勢や

サウジアラビア勢にとって絶対に認められないものである。だが、この 7カ国協議という

「外交」が明らかに失敗してしまった以上、もはやイラン勢に対しては「実力」をもって

核兵器開発活動を止めさせるしかないという論調が国際場裏で高まることは目に見えてい

る。 

 その結果、上述のような「血で血を洗う」ような壮絶な“限定的かつ地域的な核戦争”

が発生する危険性があるというわけなのである。仮にこれが発生した場合のあり得べき事

態の進展を記すならば以下のとおりである： 

 

●直接的には「核兵器」あるいは準「核兵器」（例えば“汚い爆弾（dirty bomb）”など）

が用いられることにより、イラン勢やイスラエル勢並びに交戦当事国勢はすべからく甚

大な被害を受けることになる。特に正式な意味での「核兵器」が使用された場合、死傷

者は中東勢全体の人口の少なからぬ部分を占める危険性は十分ある。そうした最悪の事

情が想定される以上、本来であれば「和平努力」が米欧勢によってなされるべきである

が、これが何らかの配慮によって発動されないとなると「最悪の事態」を顧慮する必要

が出てくる（特に米国勢はシェール・ガス/オイルの採掘の文脈で最大の「商売敵」であ

るサウジアラビア勢の転覆を企図している可能性が高く、こうした「和平努力」は全く

行わないはずである） 

                                                   
39例えば以下を参照のこと： 

http://www.reuters.com/article/2013/11/27/us-iran-nuclear-arak-idUSBRE9AQ0U120131127  
40http://www.jpost.com/Middle-East/US-sanctions-violate-Geneva-deal-spirit-Irans-deputy-foreign

-minister-says-334926参照。 

http://www.reuters.com/article/2013/11/27/us-iran-nuclear-arak-idUSBRE9AQ0U120131127
http://www.jpost.com/Middle-East/US-sanctions-violate-Geneva-deal-spirit-Irans-deputy-foreign-minister-says-334926
http://www.jpost.com/Middle-East/US-sanctions-violate-Geneva-deal-spirit-Irans-deputy-foreign-minister-says-334926
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●こうした「最悪の事態」にまで中東勢における地政学リスクの“炸裂”が至ってしまう

場合、当然のことながら核兵器の応酬もすさまじいレヴェルで行われるはずであり、こ

れによる間接的な効果としての「気候変動」も大々的に発生する危険性が高い。それと

同時にまず短期的には商品先物マーケットで穀物（及び食糧）関連の金融商品が高騰し

始め、これにつられる形で現物としての穀物（及び食糧）の価格も高騰し始めてしまう 

 

●だがそれ以上に深刻なのは上述の「気候変動」によって穀物収穫高が世界的に激減する

ことのインパクトである。本件報告書によってあらためてそうした危険性が指摘され、

“喧伝”された以上、まず穀倉地帯を抱える各国勢は穀物そのものの輸出制限を行うは

ずである。これによって上述のような金融マーケット上における「投機的な動き」が加

速されることになり、食糧自給率の低い国並びに貧困国を筆頭に食糧難、ひいては「飢

餓」に悩み始めることになる。その影響は短期的に収まるものではなく、最低でも 10年

は続くものであり、これによって世界経済は一気に縮小し始めることになる。すなわち

穀物は「不存在」であるが故に高止まりするが、実体経済は不振であり、かつ縮小化す

るという意味でのスタグフレーションが発生する（ただし世界経済全体としてみると、

これまでのインフレ拡大化の“反動”としての「デフレ縮小化」が顕著であるという歪

な構造が続く） 

 

●食糧難により、解決策としての「遺伝子組み換え」を筆頭とした農業技術の投入が、こ

れまでの法的規制を時には全廃される形で世界的な規模で始まる可能性が出てくる。す

なわち寒冷化であっても収穫量を維持出来るような作物がマーケットにおいて求められ

る以上、これを実現するための手段としてこうした技術が投入されるのである。無論、

欧州勢はこれまで「遺伝子組み換え」に反対であったことから容易に流れが進むはずも

ないが、しかし“背に腹は代えられなくなった”政府当局が押し切る形でこれが実現す

る 

 

 無論、以上の展開可能性はあくまでも“想定”に過ぎない。しかし事実関係の連鎖が揃

い、こうした流れが一気に出来上がらないとは全くもって言い切れないのである。その意

味で「核の飢餓」は決して絵空事ではないのである。残された時間はわずか半年余りであ

る中、中東勢から遠く離れているものの、「公式統計」上は少なくとも食糧自給率の低い我

が国に暮らす日本勢にも心の構えと実際の“備え”が求められている。  
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 第 3 章 アジアの地政学リスク（その 1） 

 

「南太平洋のフランス軍の展開動向」 

～アジア地域における地政学リスク炸裂に備えるフランス勢～ 

 

（担当執筆 シニア・リサーチャー・川村 朋子） 

 

１．はじめに 

 昨年 5月 31日～6月 2日、シンガポール勢でシャングリラ・ディアログ（第 12回アジア

安全保障会議）が開催された。アジア主要国である我が国からは小野寺防衛大臣が出席し

たが、アジアとは地理的にも遠い欧州の英国、フランスからも国防相レベルの政府高官が

参加した。この会議におけるスピーチで、ル・ドリアン仏国防相はアジア・太平洋地域は

「フランス勢にとって戦略的に重要な地域」（l’Asie-Pacifique demeure un enjeu 

stratégique pour la France）であり続けており、地理的・財政的な制約にも拘らず 、「フ

ランス勢はアジア・太平洋地域の安全にしっかりと取り組んでいく」（la France entend 

rester résolument engagée en faveur de la sécurité de la zone Asie-Pacifique）と

発言41し、フランス国内で俄かに物議を醸した。例えば、翌日 6月 2日付のル・モンド紙で

は「フランス勢はアジア・太平洋地域の大国となりうるか ?」との見出しで同国防相のス

ピーチを記事にしている42。 

 

(図表 3-1 2013年 6 月シャングリラ・ディアログでスピーチするル・ドリアン仏国防相) 

 

（出典：フランス国防省ホームページ43） 

                                                   
41スピーチ全文については、以下を参照：

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/discours-du-ministre-pour-le-

shangri-la 
42http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/06/02/la-france-puissance-de-l-asie-pacifiq

ue-combien-de-divisions_3422496_3216.html  
43http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/l-asie-pacifique-un-enjeu-strategique-pour-la-

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/discours-du-ministre-pour-le-shangri-la
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/discours-du-ministre-pour-le-shangri-la
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/06/02/la-france-puissance-de-l-asie-pacifique-combien-de-divisions_3422496_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/06/02/la-france-puissance-de-l-asie-pacifique-combien-de-divisions_3422496_3216.html
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/l-asie-pacifique-un-enjeu-strategique-pour-la-france-selon-jean-yves-le-drian
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 そして、7月に発行された2013年度版の防衛白書44においては、第4章「戦略的優先度」の

第5項目「世界平和への貢献」でアジアについて記述しており、「米国の軍事プレゼンスが

アジアの緊張緩和に貢献しているのは確かであるが、同地域への米国の関与がフランスの

責任を放棄させるものではない」とし、「我が国にとってアジア地域の安定と航行の自由は

外交・経済的プライオリティが高い事項である。有事の際には同盟国とともに必要な政治・

軍事的貢献を行う」（Pour notre pays, la stabilité de la zone asiatique et la liberté 

de navigation sont des priorités diplomatiques et économiques. Aux côtés de ses alliés, 

la France apporterait, en cas de crise ouverte, une contribution politique et 

militaire d’un niveau adapté）と、アジア有事の際のコミットメントについてはっきり

とした記述を行っている。 

 マリ勢や中央アフリカ勢などアフリカ大陸で積極的な軍事介入姿勢を見せ、中東でもそ

のプレゼンスを増しているフランス勢が、なぜ地球の反対側に位置するアジア地域の有事

にまで積極的な関与を示唆し始めたのか。軍事行動において、米国勢とは常に一線を画す

る動きをしてきたフランス勢であるからこそ、その言動には注意を払っておくべきといえ

よう。折しもイラン勢の「核問題」に関する7カ国協議の歴史的ともいえる合意が成り、中

東地域で地政学リスクが炸裂したとしても軽微に終了した場合、欧米勢にとっては、別の

場所で地政学リスクを炸裂させる必要性が出てくるのである。 

 そこで本稿では、「あり得べきアジアでの地政学リスクの炸裂」について考察していく。

具体的には、(1)フランス勢がアジア・太平洋地域と歴史的にどのような関係を持ってきた

のかを振り返った後、(2)実際に現在太平洋地域に展開している仏軍兵力について考究し、

(3)フランス勢とアジア諸国との軍事協力関係や兵器売買の動向を探った上で、(4)フラン

ス勢の描くアジアでの地政学リスク炸裂の可能性について言及していくこととしたい。 

 

 

２．フランス勢とアジア・太平洋地域の関係 ～フランスの海外領土と元植民地～ 

 フランス勢は現在でもフランス本土以外に海外県・海外準県（DOM-COM）を有している。

以下の図表を見てもわかるように、DOM-COMは大西洋、太平洋、インド洋と世界中に点在し

ており、フランス勢を米国勢に次ぐ世界第2位の排他的経済水域を保持する国とならしめて

いる。この内、南太平洋地域に位置するのが、我々日本人にも新婚旅行先として人気の高

いニューカレドニア（含ロワイヨテ諸島）勢、タヒチ勢を含むフランス領ポリネシア、そ

してウォリス・フツナである。2003年の憲法改正でそれまでの海外県・海外領土（DOM-TOM）

という区分が見直され、海外県・海外地域圏（DOM）と海外準県（COM）とに区分されてい

る（他区分も有）。フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナは2003年より海外準県となっ

                                                                                                                                                     
france-selon-jean-yves-le-drian 

44http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/livre-blanc-2013  

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/livre-blanc-2013
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ているが、ニューカレドニア勢は後述するがDOM-COMの中でも特殊な状況にあり、1999年よ

り特別共同体という特別な法的区分を付与されている。DOM-COMは自治権を有し、国防、貿

易、貨幣、法廷等特殊分野以外では独自の法律を制定することも可能である。因みにDOM-COM

では基本的にフランス本土と同様にユーロが通常通貨であるが、南太平洋地域に限っては

ブレトンウッズ合意後の1945年12月にCFPフランが制定され、現在も同通貨が使用されてい

る。同通貨はユーロとの固定相場で1,000XPF＝8.38ユーロとなっている。 

 

（図表 3-2 フランスの海外領土） 

  （出典：wikipedia45） 

 

 南太平洋諸国とフランス勢との直接的な関わりは、英国勢によるオーストラリア・ニュ

ージーランド領有に対抗する形で、まず 1842年にフランス勢がタヒチ・モーレア島を保護

領としたことから始まる。続いて、ナポレオン 3 世治下の第二帝政時代、1853 年にニュー

カレドニアをフランス領と宣言し、パン島も領有宣言。1864 年にはロワイヨテ諸島も植民

地として組み込んでいる。太平洋地域での英・仏覇権拡大は続き、1874 年英国勢がフィジ

ーを植民地としたことで均衡が崩れるとしたフランス勢は、1887年－88年にウォリス・フ

ツナを正式な保護領とする条約に調印し、ニューカレドニア植民地の管理下に置いている。  

 仏領ポリネシア諸島は交通の要所として発展していったが、第二次世界大戦後は 1962年

「太平洋実験施設」（CEP）の建設により大きな転機を迎える。すなわち、核実験場として

フランス勢の軍事に欠かせない「役割」を担っていくことになるのである。冷戦下のフラ

                                                   
45http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/cycle3/documents/geographie/France_doutre-mer_2007

_fr.png  

http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/cycle3/documents/geographie/France_doutre-mer_2007_fr.png
http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/cycle3/documents/geographie/France_doutre-mer_2007_fr.png
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ンス勢は「ド・ゴール主義」と呼ばれる英米勢の影響を脱して独自路線を貫くイデオロギ

ーが強く、軍事でも 1966 年には NATO から脱退し「核抑止力」を基盤とした独自の方向性

を示し始めており、フランス国家にとってこの実験施設の重要性が如何ほどであったかは

想像に難くない。同地域には数千人の軍関係者・技術者が常駐し、1966 年から核実験が開

始されている。1966 年から 74 年までに 46 回の大気圏核実験が行われ、続き 147 回の地中

実験がこの地で行われた。1992年に一旦停止された核実験は、1995－96年に再開され、日

本勢でも大規模な反対運動からフランス製品不買運動にまで広がったことは記憶に新しい

が、この最後の 6 回の核実験後 CEP は閉鎖されることとなった。また、近年ではこの地域

でレアアース泥が集積していることが判明しており、海底油田開発で実績の高いテクニッ

プが開発に強い関心を示している46。  

 ニューカレドニア勢は当初流刑地として使用されていたが、ニッケル資源の発見により

19 世紀後半より鉱山開発が進んできた。現在でも、ニューカレドニア勢は世界のニッケル

埋蔵量の約 20－30％を保持しており、同地域の GDPの 3－4割がニッケル生産によるもので

ある。ニッケルは高い融点、腐食・酸化に対する耐性、合金化の容易さ、非常に高い延性

といった特性から様々な用途を持ち、生産されるニッケルの 65％がステンレス鋼の製造に

用いられているほか、20％はその他のスチールや非鉄合金に用いられ、航空宇宙産業や軍

事用途として使用されており47、その重要性が理解できよう。フランス本土や日本勢、オー

ストラリア・ニュージーランド勢からの観光客も多く、観光業も発展しているようにみえ

るが実際は GDPの 4％しか占めていない。しかし、ニューカレドニア勢の経済は DOM-COMの

中で最もダイナミックであり、2011 年度の GDP は 8,478 億 CFP フラン（約 71 億ユーロ）、

一人あたりの GDPも 334万 CFPフラン（27,972ユーロ）48とニュージーランド勢を含む太平

洋諸島のどの国・地域よりも高く、フランス本土と大差ないほどである。経済的自立度が

高いせいもあり、ニューカレドニア勢では独立気運が歴史的に他の DOM-COM よりも強い。

1980 年代には独立派と独立反対派の動乱が激しくなり、ウヴェア島人質立て籠もり事件と

いった死傷事件も起こり、軍や国家憲兵治安部隊（GIGN）が介入している49。 

しかし、この事件をきっかけに独立派・反対派の交渉が行われ、1988 年にはマティニョン

合意が成立して自治権が拡大。1998年にはヌメア合意でさらに自治権が拡大し、翌 1999年

「特別共同体」という唯一の特殊な行政地区として区分されるとともに、2014－18 年の間

に独立か否かの住民投票を行うことが決定された。 

 DOM-COMに関しもう一つ付記すべき点は、住民に対する有利な税制の適用である。仏領ポ

リネシアでは所得税に代わる連帯税が存在するが税率は低く、ウォリス･フツナでは所得税

                                                   
46http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61875420Q3A031C1XE1000/  
47http://www.nickel-japan.com/nickel/facts.html  
48http://www.isee.nc/compteco/pib.html  
49この事件については、カソヴィッツ監督が映画化し、「裏切りの戦場 葬られた誓い」との邦題で日本で

も 2012年に公開されている。 

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61875420Q3A031C1XE1000/
http://www.nickel-japan.com/nickel/facts.html
http://www.isee.nc/compteco/pib.html
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のみならず法人税も存在しない。こうした状況をもって直ちに DOM-COMがタックス･ヘイブ

ンであるとは言えず、実際パリ第 1 大学のカスタネド租税学教授はこうした見方は単なる

「神話」でしかないとしているが50、タックス･ヘイブンに対する取締りが厳しくなる

2008-09年以前はDOM-COMがそのような目的のために使用されていた可能性はあながち否定

できない。2008 年 3 月に出版されたシラク元大統領の日本の隠し口座に関する暴露本

『L’incroyable histoire du compte japonaise de Jacques Chirac』（ジャック･シラク

の日本口座奇談）では、同元大統領が東京相和銀行に口座を保有し総額約 3 億フラン（約

65 億円）の預金がある旨、当時渦中であったクリアストリーム事件の重要参考人であった

ロンド将軍のメモに記録されており、対外治安総局（DGSE）もこの口座の存在を確認して

いたとされているが、同件に関し、仏領ポリネシアの初代大統領で何度も大統領職にあり、

2013年 5月からも大統領職に返り咲いたガストン･フロス仏領ポリネシア大統領がシラク元

大統領と非常に近しい間柄であり、このフロス大統領を通じてタヒチを経由し日本勢の隠

し口座からフランス勢へと資金の動きがあったとしている。この資金の動きを追っていた

ジャーナリストはタヒチで不審死を遂げており、この捜査の一環でフランス勢から日本側

に捜査協力が要請されたとも報じられている51。火のないところに煙は立たないというが、

タヒチがフランス本土への資金調達の仲介点とされていた可能性は否定できないのである。 

 つまり、太平洋地域の DOM-COM は軍事的にも、産業的にも、経済的にもフランス勢にと

って大きな役割を果たしていることが理解できよう。 

 

（図表 3-3  ジャック･シラク元大統領とガストン･フロス仏領ポリネシア大統領） 

 

 

（出典：wikipedia52） 

                                                   
50http://www.la1ere.fr/2013/04/25/parler-de-paradis-fiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-

la-mythologie-31355.html  
51http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0216&f=national_0216_007.shtml  
52http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chirac_Lula_ABr62198_cropped.jpg   

http://www.la1ere.fr/2013/04/25/parler-de-paradis-fiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-la-mythologie-31355.html
http://www.la1ere.fr/2013/04/25/parler-de-paradis-fiscal-pour-l-outre-mer-francais-releve-de-la-mythologie-31355.html
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0216&f=national_0216_007.shtml
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chirac_Lula_ABr62198_cropped.jpg
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 他方、フランス勢はインドシナ半島東部地域を「フランス領インドシナ」として 1954年

まで支配下に置いていた。ナポレオン 3世が 1858年に現在のヴェトナム勢南部にあたるコ

ーチシナにフランス人宣教師保護の目的で遠征軍を派遣し、阮朝との間でコーチシナ戦争

が勃発したのが同地域植民地化の始まりである。コーチシナ戦争後の 1862年第一次サイゴ

ン条約でフランス勢はコーチシナ東部 3 省とプロコンドル島を割譲させ、コーチシナに総

督府をおいている。1863 年にはカンボジア王国との間に修好・通商及びフランス国の保護

に関する条約を締結して保護国化し、元来カンボジアの宗主国であったシャム（現タイ）

が 1867年にこの保護国化を承認している。このカンボジア勢と仏領コーチシナを連結させ

るため、同年フランス勢はコーチシナ西部 3省も武力占領してコーチシナ全域を支配。1874

年の第二次サイゴン条約で阮朝はコーチシナ 6 省におけるフランス勢の完全な主権を承認

し、直轄領コーチシナ植民地が正式に成立する。続いて、1882 年にフランス勢は現ヴェト

ナム北部のトンキン地方を占領し、 トンキン戦争勃発の結果 1883 年、84 年にトンキンと

アンナンを保護領とする。トンキン戦争時にも、阮朝の宗主国であり庇護国に進出するフ

ランス勢に不満を抱いていた清朝は阮朝からの支援要請で、直接フランス軍と対峙してい

た黒旗軍53の後方支援を行っていたが、結局は直接の介入を招き清仏戦争が勃発。1885年の

天津条約で清朝がヴェトナム勢の宗主権を放棄し、フランス勢の宗主権を認めることとな

る。フランス勢は、1887 年海軍植民地省の下にトンキン・アンナン保護国とコーチシナ植

民地を統括するインドシナ総督を設置し、ここにフランス領インドシナが成立する。その

後、タイ勢を宗主国としていたラオス 3国を仏秦戦争の結果 1893年正式に保護領とし、イ

ンドシナ連邦に組み入れた。1900 年代の独立運動の活発化、第二次世界大戦中は日本軍の

進駐を経て、日本軍が 1945年 3月にフランス領インドシナ政府を解体し、フランス植民地

支配が終結したと宣言。こうしてヴェトナム帝国、ラオス王国、カンボジア王国が独立を

宣言した。しかし、フランス勢はインドシナ諸国勢の独立を認めず、インドシナ戦争が起

こったが、1954 年ディエンビエンフーの戦いで敗北を喫し、ジュネーブ協定でインドシナ

3 国の独立を承認。ここにインドシナ連邦は正式に解体することとなった。 

 こうした歴史もあり、フランス勢は現在でも東南アジア勢には大きな影響力を保持して

いる点は留意すべきである。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaston_Flosse.JPG 

5319世紀末に清朝地方で成立した武装組織。 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaston_Flosse.JPG
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(図表 3-4  仏領インドシナ) 

 

 

(出典 : Wikipedia54） 

 

 

３．太平洋地域に展開しているフランス軍兵力 

 では、上記に見たように実際太平洋地域のフランス海外領土が重要な役割を果たしてお

り、アジア・太平洋地域を「フランス勢にとって戦略的に重要な地域」であると防衛白書

で定義付け、「フランス勢はアジア・太平洋地域の安全にしっかりと取り組んでいく」とす

るのであれば、実際にこの地域で稼動できる軍事力が存在する必要がある。ニューカレド

ニア勢でのウヴェア立てこもり事件で軍や GIGNが介入した例からも窺えるように、フラン

ス勢は DOM-COMにも軍を常駐させている。 

 太平洋地域では、ニューカレドニア駐屯軍（FANC）の規模が最も大きく、2012 年 2 月時

点で、兵士数 1,748名、予備兵 245名から成っている55。同軍は、統合参謀総長（CEMA）の

直轄下にある高等司令官（COMSUP）の責任下にあり、陸軍、海軍、空軍、適応軍役制度、

国家憲兵隊で構成される。 

 

 

                                                   
54http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/French_Indochina_expansion  
55以下、詳細については国防省オフィシャルサイト
（http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/nouvelle-caledonie/dossier/les-forces-   
armees-de-la-nouvelle-caledonie）及びニューカレドニア駐屯軍オフィシャルサイト参照。
（http://www.forcesarmees.nc/） 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/French_Indochina_expansion
http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/nouvelle-caledonie/dossier/les-forces-　　%20armees-de-la-nouvelle-caledonie
http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/nouvelle-caledonie/dossier/les-forces-　　%20armees-de-la-nouvelle-caledonie
http://www.forcesarmees.nc/
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（図表 3-5  FANC 配置図） 

 

（出典：FANCオフィシャルサイト） 

 

この内正規兵 800 名弱が陸軍部隊に所属し、太平洋ニューカレドニア海兵歩兵連隊

（RIMaP-NC）を成す。短期、または長期でフランス本土から派遣される兵士であり、現地

採用者は 30 名程度しかいない。駐屯地はヌメア及びプラム。ECR90 偵察用装甲車 7 台、ル

ノーTRM2000 前輪駆動式戦術トラック 78 台、プジョーP4 軍用ジープ 58 台を含む 200 台以

上の軍用車を配備し、RTF1 120mm 迫撃砲 RT4台、LLR 81mm迫撃砲 4台を含む千以上の武器・

兵器を装備している。海軍は、ヌメアのポワント・シャクレス海軍基地に本拠を置き、約

500 名の海兵隊から成る。P400 哨戒艇 2 隻、P606 パトロール船 1 隻、フロレアル級フリゲ

ート 1隻を配備し、今年 7月退役のシャンプレーン級戦車揚陸艦に代わって 2015－16年に

多目的艦（B2M）を配備することが現在審議中の 2014－19 年の軍事プログラム法案に盛り

込まれている56。また、第 25F海軍航空隊の別働隊として ファルコン 200を 2機及び第 22S

海軍航空隊飛行中隊の別働隊として汎用ヘリ・アルエット III を 1 機も配備。空軍はヌメ

アータントゥア第 186 空軍基地（BA186）がヌメアの北方約 50 ㎞のタントゥアに所在し、

約 200名の人員から成る。タントゥア海軍航空基地を引き継ぐ形で 2011年 8 月に正式な空

軍基地となった。同基地には第 53 輸送戦隊（ET52）が常駐し、CASA CN-235 部隊輸送機を

2 機、ヘリ PUMA を 3 機を保持しており、上記 2 機の第 25F 海軍航空隊の別働隊ファルコン

200、及びアルエット IIIのサポートも行っている。 

 仏領ポリネシア駐屯軍（FAPF）も同様に、陸軍、海軍、空軍、適応軍役制度、国家憲兵

                                                   
56http://www.senat.fr/leg/pjl13-051.html 

http://www.senat.fr/leg/pjl13-051.html
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隊で構成されており、約 1,000名の兵士（うち 8割が常駐）が駐屯している57。FANCと同様、

高等司令官の責任下に置かれているが、更に海軍太平洋管区司令官（ALPACI）及び太平洋

実験センター長（COMCEP）を指揮下に置く。FAPF は 2012 年 7 月に大幅に改編されており、

陸軍はポリネシア海兵歩兵連隊からポリネシア別働隊/太平洋海兵歩兵連隊－ポリネシア

（DTP/RIMaP-P）と変更されているが、任務に変更はない。陸軍 DTP/RIMaP-P は、パペーテ

近郊のアルエに連隊本部があり、ファーウンに演習場、パぺリには弾薬庫を持つ。海軍部

隊はパペーテに基地を持ち、フロレアル級フリゲート 1 隻、P675 パトロール船 1 隻、サプ

ライ・タグボート 1 隻、沿岸用タグボート 2 隻、沿岸パトロール船 1 隻を配備しており、

第 25F 海軍航空隊がファルコン 200 を 5 機配備（内 2 機はニューカレドニアに別働隊とし

て配備）しているほか、35F航空隊の別働隊としてヘリ AS365を 2機配備している。空軍は、

以前は第 190 タヒチ-ファアア空軍基地であったが、2012 年 7 月の改編で空軍別働隊

（DETAIR）という編成になり、FAPF 空軍部隊と第 25F 海軍航空隊、35F 航空隊別働隊の 3

部隊から成っている。規模は縮小されたものの、ニューカレドニア駐屯軍と連携し太平洋

地域で随一の海軍航空隊であることに変わりはない。上記ファルコン 200を 5機、ヘリ AS365

を 2機のほか、CASA CN-235部隊輸送機を 2機保持している。 

 両駐屯軍とも、主なミッションはフランス主権と安全保障の維持、太平洋海域での国益

保護、主権が及ぶ範囲である恒久的責任地域（ZRP）でのフランス・プレゼンの確保であり、

そのための介入能力の維持・軍事行動、災害救助や人道支援、違法漁業の取り締まり等を

行っているが、仏領ポリネシア駐屯軍には太平洋実験センター長の下、閉鎖後の核実験施

設の管理も含まれている点には注意が必要である。 

 また、フランス海軍はアジア・太平洋地域でも積極的に演習を行っている。ニューカレ

ドニア駐屯軍は2年ごとに多国籍演習サザンクロスを行っており、2012年度はフランス勢、

オーストラリア勢、ニュージーランド勢、パプアニューギニア勢、トンガ勢、バヌアツ勢

そして初めて米国勢、英国勢、カナダ勢も参加している58。米国勢がハワイ周辺海域で行っ

ている海軍軍事演習である環太平洋合同演習にも 2010年より参加し、パペーテ配備のフリ

ゲート艦が派遣されている。2012年 2月には九州北西海域で日米仏親善訓練なども行った。

また、インド洋や太平洋での演習後に各地に寄航や各国を訪問することでそのプレゼンス

を印象付けてもいる。2011 年 5 月に行われた「海洋外交」に関するシンポジウムでロンゲ

国防相（当時）は海洋外交の形は海軍の寄航と合同演習であると述べており59、このような

形でアジア・太平洋地域の仏軍プレゼンスを確保していることは間違いない。 

                                                   
57以下、詳細については国防省オフィシャルサイト
（http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/polynesie-francaise/dossier/les-forces      
-armees-de-polynesie-francaise）及び仏領ポリネシア駐屯軍オフィシャルサイト参照。
（http://www.armees-polynesie.pf/） 
58http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-
phase-initiale-d-integration-de-la-force  

59http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-colloque-marine-et-diplomatie-une-opportuni

te-de-reactualiser-le-livre-blanc-selon-gerard-longuet  

http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/polynesie-francaise/dossier/les-forces　　　　　　-armees-de-polynesie-francaise
http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/polynesie-francaise/dossier/les-forces　　　　　　-armees-de-polynesie-francaise
http://www.armees-polynesie.pf/
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-phase-initiale-d-integration-de-la-force
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-phase-initiale-d-integration-de-la-force
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-colloque-marine-et-diplomatie-une-opportunite-de-reactualiser-le-livre-blanc-selon-gerard-longuet
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-colloque-marine-et-diplomatie-une-opportunite-de-reactualiser-le-livre-blanc-selon-gerard-longuet
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（図表 3-6 2012年サザンクロス演習） 

 

（出典 :国防省オフィシャルサイト60） 

 

 

４．アジア諸国との軍事協力関係や兵器売買の動向 

 以上のような軍備を持ち、南太平洋地域の一員として直接的にはオーストラリア勢やニ

ュージーランド勢、また周辺諸島地域国家と同駐屯軍は関係を密にしている。自然災害の

際の民間・軍支援協力に関するフランス、オーストラリア、ニュージーランド合意（FRANZ）

や太平洋の安全保障問題を扱う米・仏・オーストラリア・ニュージーランド 4 か国軍事共

同オペレーションフォーラム等のほか、特にオーストラリア勢とは、2012 年 1 月に戦略的

パートナーシップ宣言を行っており、「軍事協力」項目で、両国政府は世界の紛争の平和的

解決への相互コミットメントを再確認するとともに、二国間防衛協力、国際平和と安全保

障の強化、特に太平洋地域についての平和・安全保障強化へのコミットメントを謳ってい

る61。 

 フランス勢は東南アジア勢とも結びつきが深いことは先に述べたが、現在インドネシア

勢、マレーシア勢、ヴェトナム勢、シンガポール勢等と軍事・安全協力協定を結んでいる。

複雑な歴史を経て、フランス勢とこの地域との軍事協力関係が再度発展し始めたのは冷戦

後の 1990年代からである。 

                                                   
60http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-

phase-initiale-d-integration-de-la-force  
61http://www.ambafrance-au.org/IMG/pdf/Partenariat_strategique_-_MAEE_francais_16_01_2012.pdf  

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-phase-initiale-d-integration-de-la-force
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/nouvelle-caledonie-exercice-croix-du-sud-2012-phase-initiale-d-integration-de-la-force
http://www.ambafrance-au.org/IMG/pdf/Partenariat_strategique_-_MAEE_francais_16_01_2012.pdf
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 2013 年度の防衛白書では、東南アジア勢の中では特にシンガポール勢についての記述が

なされており、「フランス勢との貿易が東南アジア勢で 1位、アジア勢でも中国勢・日本勢

に次ぐ 3 位のシンガポール勢とは政治的ダイアログを定期的に行っており、緊密な軍事・

安全保障協力関係を築いている」（en Asie du Sud-Est et notre troisième en Asie (après 

la Chine et le Japon), elle conduit un dialogue politique régulier et une coopération 

de défense et de sécurité très étroite.）と述べられている。この記述は、シンガポー

ル勢が潜水艦 2隻のオファーを出しており、仏 DCNS と独ティッセンクルップ･マリン･シス

テムズ（TKMS）の間で激しい契約争奪戦が行われていた中62、シンガポール勢との結びつき

をアピールするためであったとも読み取れるが、実際にこれまでフランス勢はフォーミダ

ブル級フリゲート 6 隻を売却し、技術供与も行ってきている。1 番艦は DCNS で建造されて

いるが、2 番艦以降はシンガポール勢において建造された。同艦は MBDA 製の Aster30 艦対

空ミサイルシステムを装備しているが、2013 年 9 月シンガポール政府は同型地対空ミサイ

ル購入を発表している63。同国とは 2012年 10月に戦略的パートナーシップ合意に署名して

いるが、シンガポール勢と戦略的パートナーシップ合意を結んでいるのは米国勢以外では

フランス勢だけである。既にシンガポール勢とは空軍パイロットの訓練等軍事協力は強化

されているが、同合意にも軍事協力項目があり詳細は明らかにされていないが、さらに協

力体制を強化するものだという64。 

 ヴェトナム勢とは、1991 年に在ヴェトナム･フランス大使館に駐在武官ポストを設立した

ことから軍事協力関係が復活するが、1993 年 2 月、平和を取り戻したヴェトナム勢にフラ

ンス大統領としても西欧首脳としても初めて、ミッテラン元大統領が公式訪問したことが、

この地域におけるフランス勢のプレゼンス復活の象徴的な出来事といえよう。以来、南シ

ナ海における中国勢との対立もあり仏越 2 国間の戦略協力関係は多様化及び強化されてい

くが、2009 年 11月のフィヨン首相によるヴェトナム勢訪問の際に防衛分野での協力合意署

名が行われ、毎年ハノイとパリと交互で防衛共同委員会を開催する事が決定された。これ

により、2010年 3月仏越ハイレベル防衛委員会会合が開催され、10月にはインドシナ戦争

後初めて、フランス勢の国防大臣がヴェトナム勢を訪問するに至っている65。この訪問は象

徴的であったばかりでなく、ヴェトナム軍の近代化、ヴェトナム軍訓練、軍需産業発展の

支援という軍事協力についても合意している。そして、2013 年 6 月にはフランス海軍の空

母型強襲揚陸艦「トネル」と対潜フリゲート艦「ジョルグ･レイグ」の 2隻がヴェトナムに

寄航している。この寄航は「ジャンヌ･ダルク 2013」ミッションの一環であり、同艦には欧

州各国勢やトーゴ勢、サウジアラビア勢、インドネシア勢、ブラジル勢等の士官候補生が

                                                   
62結局、シンガポールは独 TKMSの潜水艦 218SGを総額 18億ユーロで 2隻購入することを 12月初旬に発表。 
63http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131106trib000794

380/sous-marins-a-singapour-comment-dcns-tente-de-couler-son-rival-allemand-tkms-12.html 
64http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/10/18/97002-20121018FILWWW00597-paris-singapour-partena

riat-strategique.php  
65http://www.ambafrance-vn.org/Mission-Militaire,296  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131106trib000794380/sous-marins-a-singapour-comment-dcns-tente-de-couler-son-rival-allemand-tkms-12.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131106trib000794380/sous-marins-a-singapour-comment-dcns-tente-de-couler-son-rival-allemand-tkms-12.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/10/18/97002-20121018FILWWW00597-paris-singapour-partenariat-strategique.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/10/18/97002-20121018FILWWW00597-paris-singapour-partenariat-strategique.php
http://www.ambafrance-vn.org/Mission-Militaire,296
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乗艦しているが、来年度はヴェトナム勢の士官候補生も乗艦する予定となっている66。上記

に述べたように、海軍艦の「寄航」は仏軍のプレゼンスを確保するものであり、この寄航

がヴェトナム勢との関係強化を意味するものであるのは間違いない。2013年 9月のグエン･

タン･ズン首相のフランス勢公式訪問時には、戦略的パートナーシップ共同宣言の署名が行

われた67。  

 マレーシア勢とは1993年に政府間合意に基づき、戦略対話、軍事協力、兵器協力の三つ

を柱とした防衛協力体制が築かれている。ハイレベルの会合は頻繁に行われ、インド洋･太

平洋のフランス軍基地との合同演習が随時行われている68。マレーシア勢について特筆すべ

きは、フランス勢が同国に対する最大兵器輸出国であることであろう。米国勢による圧力

にも拘らず、9億ユーロの兵器購入予算を持つマレーシア勢は、フランス軍需産業の顧客と

して、2011年度サウジアラビア勢、アラブ首長国連邦勢、ブラジル勢、インド勢に次ぐ第5

位の位置を占めている。マレーシア勢は、2002年にDCNSのスコルペヌ型潜水艦2隻、2005年

にエアバス･ミリタリーの軍用輸送機A400M4機、2010年にユーロコプターの軍用長距離双発

ヘリEC725を12機、2012年にDCNSのコルベット艦GoWind6隻を購入しているほか、MBDAの武

器も多数購入している。技術供与の観点でも協力が進んでおり、コルベット艦Gowindはマ

レーシア勢の造船企業ボーステッド・ナバル・シップヤード（BNS）で建造されることにな

っている。2002年にマレーシア勢に傘下のユーロコプター･マレーシアを設立したユーロコ

プターは同地で1億ユーロ以上の売上げを計上し、マレーシア勢、タイ勢、インドネシア勢、

フィリピン勢といった東南アジア同社ヘリ顧客のメンテナンスセンターとなっている。同

社は2011年、EC725の契約とオフセットでマレーシア勢の航空部品企業CTRMに対し、それま

でフランス勢でのみ製造されていたEC130のフェネストロン製造を委託し、CTRMは世界で唯

一の同製品製造企業となっている69。2013年7月にエロー仏首相がマレーシアを公式訪問し

た際には軍事協力の強化も議題にされており、2015年に予定されているMIG29の代替として

戦闘機18機を購入する計画について、検討中の5社に入っているダッソーのラファルについ

て話し合いがもたれたともいう70。 

 インドネシア勢とは、2009年のユドヨノ大統領のフランス勢公式訪問時に両国関係を戦

略的パートナーレベルへと強化する宣言がなされ、2011年フィヨン首相のインドネシア勢

訪問時に戦略的パートナーシップ合意に署名が行われた。ヴェトナム勢との合意と同様、

軍事・安全協力項目では、大臣、副大臣、参謀レベルでの定期的な協議、軍事力、訓練、

軍事産業等の強化について戦略的長期的協力を行っていくことが述べられている71。  

                                                   
66http://www.ambafrance-vn.org/Visite-du-Vietnam-de-TONNERRE-et  
67http://www.ambafrance-vn.org/Signature-de-la-declaration  
68http://www.ambafrance-my.org/La-cooperation-militaire  
69http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120210trib000682

607/comment-l-industrie-aeronautique-et-de-defense-francaise-s-est-imposee-en-malaisie.html  
70http://fr.reuters.com/article/idFRL6N0FS1MU20130722   
71http://www.ambafrance-id.org/IMG/pdf/Part_Strat_FR_FR_01072011.pdf  

http://www.ambafrance-vn.org/Visite-du-Vietnam-de-TONNERRE-et
http://www.ambafrance-vn.org/Signature-de-la-declaration
http://www.ambafrance-my.org/La-cooperation-militaire
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120210trib000682607/comment-l-industrie-aeronautique-et-de-defense-francaise-s-est-imposee-en-malaisie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120210trib000682607/comment-l-industrie-aeronautique-et-de-defense-francaise-s-est-imposee-en-malaisie.html
http://fr.reuters.com/article/idFRL6N0FS1MU20130722
http://www.ambafrance-id.org/IMG/pdf/Part_Strat_FR_FR_01072011.pdf
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 フィリピン勢は、南シナ海での巡航機微能力向上のため、沿岸警備隊が元フランス海軍

の哨戒艇タパジューズを購入する予定であり2014年4月の引渡しを希望している他、船長24

メートルの哨戒艇4隻及び船長82メートルの多機能艦1隻を建造するための協議をフランス

勢と行っている72。 

 また、2013年度の防衛白書では、「フランス勢はアジア勢のすべての国と信頼関係を培っ

ているが、なかでも韓国勢と日本勢との関係を重要視し、日本勢の安保理常任理事国入り

を支持している」（Elle entretient des relations de confiance avec tous les pays de 

la région, et notamment avec la Corée du Sud et le Japon. Elle soutient la candidature 

au Conseil de sécurité du Japon）とも記載している。 

 日本勢にはオランド大統領が2013年6月に訪問した際、初来日としては異例の国賓待遇が

行われ、防衛装備品共同開発や輸出管理枠組みの設置で合意に至っており、米国勢、オー

ストラリア勢、ロシア勢に続き外務・防衛閣僚会議（2プラス2）の開催についても合意し

ている。2プラス2会合は1月にもパリで開催される予定となっている73。 

 他方、フランス勢が兵器輸出大国であることは周知の事実であるが、2008-2012年度の兵

器輸出先のトップは全体の27.8％を占めるアジア勢・太平洋地域勢となっている。2012年

度のフランス兵器輸出額は落込みイスラエルに抜かれ世界第5位に転落しているが、輸出先

として単年では、2012年度、アジア勢・太平洋地域勢が初めて5割を越え52％を占めている。

2003年以降兵器輸出先のトップはサウジアラビア勢であったが、2012年度はインド勢がト

ップとなり、インド勢、マレーシア勢を初めとするアジア勢・太平洋諸国勢への輸出が大

幅に増加していることが読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
72http://www.meretmarine.com/fr/content/les-philippines-interesses-par-lachat-de-six-batiments-

la-france  
73http://www.47news.jp/CN/201311/CN2013111301002138.html  

http://www.meretmarine.com/fr/content/les-philippines-interesses-par-lachat-de-six-batiments-la-france
http://www.meretmarine.com/fr/content/les-philippines-interesses-par-lachat-de-six-batiments-la-france
http://www.47news.jp/CN/201311/CN2013111301002138.html
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（図表3-7 2008-2012年のフランス武器輸出総額の地域別割合（単位100万ユーロ）） 

 

    

（出典：フランス勢の武器輸出に関する2013年度国会レポート74） 

 

 アジア勢の国別に見れば、以下の表のとおりであり、対インド勢、マレーシア勢への輸

出額が2010年度から、対インドネシア勢、韓国勢へが2011年度から飛躍的に伸びているの

が分かる。また、対アジア勢兵器輸出におけるインド勢の地位に揺るぎはないものの、対

東南アジア勢の輸出が2012年度倍増している点に注意すべきであるほか、中国勢に対して

も1億ユーロ前後の武器輸出が毎年行われている点には留意したい。EUは1989年の天安門事

件以降対中国禁輸措置を採っているが、対象品目は各国独自の基準で決定でき、フランス

勢は民生・軍事両用の汎用品は禁輸措置対象外と見做している。2008-2012年の対中国勢武

器輸出の中には、対空ミサイルR440クロタル、軍用中型双発ヘリAS565パンテル、輸送・哨

戒ヘリSA321シュぺル・フルロン、多目的ヘリAS550フェニックやフリゲート用ディーゼル

エンジンPA6等が品目に含まれており75、日本勢が懸念を示し防衛装置輸出管理を申し入れ

るきっかけとなった2012年10月のヘリコプター着艦装置売却契約も民生品として使用でき

るため禁輸対象外とされたのである。因みに日本勢では、120MM迫撃砲RTがライセンス生産

されている。 

                                                   
74www.defense.gouv.fr/content/download/.../file/RAP-15juil13%20BD.PDF15頁参照。 
75http://portal.sipri.org/publications/pages/transfer/trade-register  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/.../file/RAP-15juil13%20BD.PDF
http://portal.sipri.org/publications/pages/transfer/trade-register
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（図表3-8 2008-2012年の地域別・国別兵器オーダー額（抜粋）（単位100万ﾕｰﾛ）） 

 

 

 

（出典：フランス勢の武器輸出に関する2013年度国会レポート76） 

 

 

 ５．フランス勢の描くアジア勢での地政学リスク炸裂の可能性 

 以上のように、アジア勢や太平洋地域で軍事行動を起こす大義名分を持ち且つ稼動でき

る軍事力を持ち、アジア勢や太平洋地域の各国と軍事協力体制を築き、軍需を提供してい

るフランス勢にとって、この地域で地政学リスクが炸裂した場合に享受できる「利益」は

中東勢で炸裂した場合よりも大きい可能性すらある。仮に大きくないとしても、地政学リ

スクは一箇所で起こるよりも、自らに直接被害が及ばないのであれば地球上のあちこちで

起きてくれる方が、軍需大国である米欧勢にとっては軍需の急増という今次金融メルトダ

ウンからの「脱出口」をより手っ取り早く手に入れることが出来るのである。 

                                                   
76www.defense.gouv.fr/content/download/.../file/RAP-15juil13%20BD.PDF 67頁参照。 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/.../file/RAP-15juil13%20BD.PDF
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 では、フランス勢が想定するアジア勢での地政学リスクとは一体どのようなものであろ

うか。一口にアジア勢といってもその範囲は広く、リスク炸裂のシナリオはいくつか挙げ

られよう。あり得べきシナリオとしては、以下のようなものが想定できる。 

 

●中国勢と我が国の間におけるリスク炸裂 

●朝鮮半島有事 

●極東におけるロシア勢と我が国の対立激化 

●太平洋地域での資源争奪による中国勢と日米欧との対立 

●東南アジアにおける中国勢と東南アジア諸国勢との対立激化 

 

 中国勢は昨年（2013年）11月23日、尖閣諸島の上空を含む東シナ海上空空域に防空識別

圏を設定するとの発表を行った。この設定空域は日本勢の領空を含み、日本勢の防空識別

圏とも重なっている。日本政府は中国大使を呼び厳重に抗議し、設定の撤回を求めており、

米国勢も中国勢を批判し25日にはB52爆撃機を尖閣諸島上空に飛行させているが、12月にバ

イデン副大統領が訪中した際にも、防空識別圏設定に憂慮は示しても「撤回」という言葉

は使用していない。中国勢に対する民間航空機の飛行計画提出についても、拒否する日本

勢と要求に従う決定をした米政府、検討中の韓国勢と対応の足並みは乱れており、中国勢

に対する圧力とはなっていない。中国機は2012年12月、初めて日本領空侵犯を犯し、中国

機に対する自衛隊機の緊急発進の回数は大幅に増加してきている。昨年9月には無人機も確

認された。防空識別圏では不明機に対し緊急発進を行うこともあり、防空識別圏の重なり

は偶発的な自衛隊機と中国軍機の衝突が起こる危険性を増大させるものである。また、韓

国勢も12月8日に防空識別圏を南方に拡大すると発表し15日から発効する77。日本勢の領空

には重なっていないが、日本勢と中国勢が防空識別圏を設定する地域を含んでいる。こう

した状況を見ると、東シナ海での中国勢・日本勢の衝突というシナリオも描ける。しかし、

中国勢が自身の軍事力を過信していても自衛隊の能力にはまだ及んでいないのは明らかな

のだ。したがって、中国勢自身が日本勢との直接軍事的対峙という行動を起こす可能性は

低く、また米欧勢も日・中直接衝突から享受できる旨みは小さいため、このシナリオが現

実となる可能性は低いと思われる。朝鮮有事についても同様のことが言えよう。米国勢の

影響が大きすぎるこれらの地域での有事では、フランス勢の漁夫の利は僅かでしかなく、

フランス勢が選択するシナリオの中では優先順位が低い可能性の方が大きいのである。 

 ロシア勢に関しては、フランス勢がミストラル級強襲揚陸艦4隻を売却する契約を2011年

6月に締結し、最初の2隻をフランス勢で建造、残り2隻はロシア勢とフランス勢の共同で建

造することになっている。この1番艦「ウラジオストク」が昨年10月15日フランス勢で進水

したが、ドック及び海洋での運用試験を経て2014年11月1日にはロシアの四つの主力艦隊の

                                                   
77http://sankei.jp.msn.com/world/news/131209/kor13120908130001-n2.htm  

http://sankei.jp.msn.com/world/news/131209/kor13120908130001-n2.htm


IISIA マンスリー・レポート 

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 

Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. 

55  

 

内、名前の通り太平洋艦隊のウラジオストクに配備されることになっている。ロシア勢は

昨年6月に起工した2番艦セバストポリも2015年末には太平洋艦隊に配属することを決定し

ている78。揚陸艦は兵器装備なしでの引渡しであり、ロシア側が兵器を装備することになる

が、超音速有翼ミサイル発射装置、最新の対ミサイル、対空、対潜防衛装置、打撃・対潜

ヘリや装甲車両等の兵器を搭載すると述べており、極東での軍備強化が著しいようにみえ

る。日本勢との北方領土争いに向けた軍備強化との見方も出来、実際に購入理由の一つと

してポポフキン国防次官は北方領土問題を挙げており、また小野寺防衛大臣がシャングリ

ラ・ディアログの際、ル・ドリアン仏国防相に対し懸念も表明している。しかし、揚陸艦

は敵前上陸用途の多目的艦であり、ロシア勢が北海道上陸でも目的としているのならば別

であるが対北方領土戦闘用には不向きである。付言すれば、日本勢は「おおすみ」級輸送

艦3隻を保持し、固有の搭載機は持たないものの、ヘリコプター搭載護衛艦「ひゅうが」級

2隻と連携運用すれば強襲揚陸が可能で、さらにヘリコプター搭載護衛艦「いずも」型2隻

を現在建造中であり、ミストラル級3－4隻分の戦力を保有しているといえ、ロシアと日本

が直接的な軍事行動を起こすことは極めて可能性が低いといえよう。ミストラル級強襲揚

陸艦の極東配備の目的は、寧ろ、同地域におけるロシア勢の主権とプレゼンスを示すため

のものと見るほうが妥当であり、朝鮮有事が起こった際や初の空母を2012年9月に就役した

対中国勢への示威的行為である意味合いが強い。 

 太平洋地域での資源争いは、争うより協力して開発する道をとるほうが遥かに有益であ

る上、中国勢と米欧勢の直接的な対峙など起こり得るわけもない。 

 こうして消去法で見ていくと、フランス勢の描くシナリオとして一番可能性が高いのは

「東南アジア勢でのリスク炸裂」による軍需急増であると推察できる。2012年10月、エロ

ー首相はシンガポール勢、フィリピン勢、カンボジア勢、タイ勢、マレーシア勢、韓国勢

と東南アジア勢を中心に歴訪し、11月のラオス勢でのヨーロッパ・アジアサミットにはオ

ランド大統領が出席している。2013年8月にはファビウス外相がインドネシア勢、ヴェトナ

ム勢を訪問。来年度はオランド大統領がヴェトナム勢を公式訪問することも決定している。

もちろん、こうした東南アジア勢重視の姿勢は、世界経済が低迷する中目覚しい経済成長

を遂げている同地域が「市場」として魅力的であるからではあるが、軍需市場としてもフ

ランス勢にとって非常に重要な地域となっているのは先に見たとおりである。さらに、こ

の数年で東南アジア勢各国と軍事協力を締結している状況に鑑みると、軍事協力の詳細に

ついては明らかにされていなくても、防衛白書ではっきりと述べているように、有事の際

にフランス勢がこの地域で行動を起こす可能性は決して少なくない。この地域の軍需増強

は南シナ海における中国勢との対立が徐々に顕著となってきているからであるが、昨年11

月26日には中国勢初の空母である「遼寧」が南シナ海で長距離訓練を行うために駆逐艦2隻、

フリゲート艦2隻とともに青島を出港した。これまでは黄海付近で単独で航行訓練や離着艦

                                                   
78http://www.rusnavyintelligence.com/categorie-11968087.html  

http://www.rusnavyintelligence.com/categorie-11968087.html
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訓練を行っていただけであった同艦が艦隊を組んでの演習に出かけたということは、攻撃

型の空母機動部隊として訓練を行うことを意味し、実際、演習メニューには対潜水艦攻撃、

敵地攻撃等が散見され、懺15戦闘機は南シナ海で実弾射撃演習も行うとしている。この演

習が直ちに軍事行動につながるとはいえないが、中国勢がまず南シナ界の制海権及び制空

権を手中に収めようとしているのは誰の目にも明らかである。 

 また、フランス勢は対中国勢用に東南アジア勢地域に兵器を供与し軍事協力体制を整え

ながらも、ヘリコプター着艦装置の売却等中国側にも躊躇なく兵器を供与するという行動

をとっている点にも注意したい。2012年10月のユーロナバルでDCNSは小型潜水艦SMX-26を

発表しているが、水深12メートルの浅瀬でも作戦行動できる同艦は、大半が水深40メート

ルの黄海や水深100メートルを超えない東シナ海での行動にも最適であり、対中禁輸措置の

早期解除を求めているフランス勢が今後売込みを行う可能性も否定できない。敵対する双

方に兵器を売り込むというやり方で、フランス勢が火種を仕込んでいるこの地域が、リス

ク炸裂の可能性を孕んでいるのは当然ともいえよう。 

 憂慮すべきは、アジア勢の如何なる場所でリスクを炸裂させるにしても、フランス勢が

「日本勢」を巻き込もうと虎視眈々と狙っていることは間違いない点である。日本勢はオ

ランド大統領の訪問時に、防衛装備輸出管理を防衛装備協力の枠に組み込む「バーター取

引」に成功したと有頂天になっているが、オランド大統領が繰り返し述べていた「太平洋

における協力を強化したい」という文言が、この訪問の趣旨であり、フランス勢が日本勢

に求めている役割であることは想像に難くない。今月行われる 2プラス 2会合で、協議内

容がつまびらかにされなくとも、アジア有事について話し合いがもたれる可能性も十分に

ある点に留意しつつ、今後の状況を注視していく必要があるのは確かである。  
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 第 4 章 今月（2014 年 1 月）における予測分析シナリオ・アップデート  

 

「我が国は今次金融メルトダウンとはある意味、無関係な形で自らの人口動態上の理由に

より、資産バブルを惹起しなければならない立場に置かれている。もっともいわゆる『ア

ベノミクス』が始められたため、バブルは円安誘導に基づく第 1弾と、外生的なリスク要

因に基づく第 2弾の 2 段階に分かれることになる。いずれにせよ、この意味での我が国に

おける資産バブル（＝『日本バブル』）は第 2弾になった時、歴史的なレヴェルにまで達す

ることになる」――これが弊研究所がこれまで繰り返し提示してきた分析の基本ラインで

ある。 

 そのような中、ここで言う「日本バブル」第 1弾の最終章（Annex）とでも言うべきもの

が去る先月（2013年 12月）13 日をもって始まったというのが現段階における弊研究所の

最新分析である。本稿では以上を前提としながら、マーケットと国内外情勢の“今”と“こ

れから”について展望していくこととしたい。 

 

（図表 4-1 日経平均株価と東証株価指数の推移・比較（過去 1年）） 

 

（出典：Yahoo!ファイナンス） 

 

 先月（2013年 12月）13日は特別清算指数（SQ）の清算日であった。そして仮にこの段

階で日本株マーケットが「崩落」ということになった場合、先々月（同 11月）半ばから欧

州系年金基金ファンドによる「日本株買い」から始まったトレンドが大きく転換する危険

性があったわけであるが、結果的にはこれは回避されることとなった。 

 その上で同 16日の段階で裁定取引におけるメルクマールである「裁定残」が 25.1億株

にまで縮減していることが判明したのである。本「IISIAマンスリー・レポート」でも繰り
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返し説明してきているとおり、去る 8月頃より「裁定残」が 20億株となると裁定買いが活

発となり、現物の日本株マーケットが“上げ”に転じ、これが 25億株になると裁定売りに

転じて“下げ”になるというパターンが見られてきていたわけであるが、これが正にこの

タイミングで崩れたのである。 

 これに追い打ちをかけるように日本株を上昇局面へと誘ったのが米連邦準備制度理事会

（FRB）の公開市場委員会（FOMC）による決定であった。同 18日（米東部時間）、FOMCは声

明を発表し、これまで長きにわたって続けてきていた量的緩和（QE）を今月（2014年 1月）

から段階的に縮減していくことを公表したのである。これによって本来ならばマネーの大

逆転が起きても不思議は無かったわけであるが、さしあたりは冷静な対応に終始する“越

境する投資主体”が大半であったことから、米国勢のみならず日本勢においても「上昇」

局面がかえって導かれることになった。 

 

（図表 4-2 ニューヨーク・マーケットにおけるダウ平均株価の推移（過去 1年）） 

 

（出典：Yahoo!ファイナンス） 

 

 とりわけ我が国との関係では「米国勢における量的緩和（QE）の縮減⇒米ドル安の終焉

⇒米ドル高への転換」という連想から、円安へと“越境する投資主体”らが舵を大きく切

ったことが強い影響を及ぼした。すなわちこれによって「円安誘導に伴う我が国における

資産バブル」を意味する「日本バブル」第 1弾が本格化したというわけなのである。 

 こうした状況下において米欧系“越境する投資主体”は一貫して「日本買い」を続ける

一方、むしろ真逆の動きをしていたのが日本勢の、とりわけ「個人」であった。証券優遇

税制が改定となり、税率が 2倍になることから（先月（2013年 12月）25日約定分まで）、

「個人」は盛んに日本株を手放していた。そしてこのように継続して出てくる「出物」を

米欧勢が盛んに買取り、平均株価ベースでも値下がりが生じないという構図が続いたとい

うわけなのである。 
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 そしてこのことが露骨に示されていたのが日経平均株価と東証株価指数（TOPIX）の差異

である。図表 4-1に示されているとおり、前者（青線）と後者（赤線）の間の乖離は先月

になってから露骨に拡がり始めた。これは後者が日本勢の機関投資家、すなわち「個人」

のマネーの運用者たちにとってのベンチマークだからであり、円安誘導に敏感な平均株価

構成銘柄は上昇する一方、その周辺で「内需」銘柄主体の東証株価指数採用の多くの株式

が停滞するという状況が続いたというわけなのである。 

 しかしここで思い起こさなければならないことが一つある。それは「ル・シャトリエの

定理＝復元力の原則」である。すなわち「上げは下げのため、下げは上げのため」である

ことを考えるならば、これまで円安誘導によって上昇を重ねてきた銘柄は今後、「日本バブ

ル」第 1弾最終章（Annex）を迎える中でも主体ではなく、むしろこれまでどちらかという

と日陰に置かれてきた主力銘柄こそがこれからのフェーズにおいて主体となる可能性を孕

んでいるというべきなのである。そしてそのことは、そうした主力銘柄と目される株式の

多くが昨年（2013年）の秋頃より、一見して明らかなほど「停滞」を“演出”されてきた

ことからも明らかなのである。無論、そこで「停滞」を“演出”されてきたのは必ずしも

内需関連銘柄だけではないことも留意しておく必要がある。 

 

（図表 4-3 トヨタ自動車（7203）の株価推移（過去 1年）） 
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（図表 4-4 東京電力（9501）の株価推移（過去 1年）） 

 

（出典（いずれも）：Yahoo!ニュース） 

 

 ここで念頭に置いておかなければならないのは、本稿の冒頭でも述べたとおり、我が国

の政府・日銀からすれば「日本バブル」とは“偶然”ではなく、“必然”であるという点で

ある。すなわち「それ」として広く国民世論一般に対して説明はしないものの、あり得る

べき事実上の“デフォルト（国家債務不履行）”処理に向けてまずは財政調整（fiscal 

adjustment）を行わなくてはならないのだ。そしてあくまでもその一つとして、政府保有

資産の大量売却が行われなければならず、「官製バブル」の誘導をもってこれを行うという

ことに過ぎないのである。 

 こうした国際金融上、明らかに透けて見える日本勢の意図を前提に、米欧勢らの“越境

する投資主体”は着実に動いてきたというわけなのだ。平均株価ベースで約 14,400円前後

から始まった昨年（2013年）11月中旬からの「日本買い」を前提とすれば、米欧勢は短期

的に見てもこれが 20,000円まで上昇することを念頭に動いている可能性が高い。 

 さらに言うと、上記 SQにおける値を念頭に置くとベースが 15,900円程度にまで引き上

げられることになる。その 1.3倍となると 20,000円を優に越えるのであって、それだけの

事態の進展を米欧勢らは念頭に置いているということが考えられるというわけなのだ。 

 そしてその際、最大の“潮目”の焦点となってくるのが、我が国の「個人」が持つマネ

ーということになってくる。これが大量に金融マーケットへと投入されることになれば、

日本マーケットはおろか、世界全体のマーケットが大きく揺さぶられることになる。そし

てそのためのツールとして日本勢が導入するのが少額投資非課税制度（NISA）なのである。 
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（図表 4-5 我が国における少額投資非課税制度（NISA）の仕組み） 

 

（出典：住信 SBIネット銀行） 

 

 上記図表 4-5を見る限り、この NISAが最も有利になるのは「2018年」になってからであ

る。そのことを前提として考えた場合、日本勢においては「官製バブル」が仮に 2018年ま

で継続して行われなければならない状況に陥ったとしてもこれを支える制度があるとも言

える。米欧勢が続々と“デフレ縮小化”に陥る中、出遅れた形で“異次元緩和”を始め、

株高に弾みがついて行く中で「出物」としての政府保有株を大量放出し、「日本バブル」を

“演出”すれば少子高齢化に対する危惧も相まって我が国の「個人」マネーが怒涛の如く

動きだすことは間違いない。これを最大限かつ可能な限り長期的に利用しようという戦略

があることは明らかなのだ。 
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（図表 4-6 持ち株会社の新規株式上場(IPO)が取り沙汰されている関西国際空港） 

 

（出典：兵庫県） 

 

 もっともこのように述べると円安誘導によって始まった「日本バブル」がそのまま継続

するかのように見えてしまう。しかし実際にはこうした「日本バブル」第 1 弾が続くのは

あくまでも外生的なリスク要因が“炸裂”していない状況においてのみなのであって、仮

にこれが（特に大規模に）“炸裂”し、我が国とその関係性が薄い場合、むしろ強烈な「日

本円への逃避」が生じ、円高が急伸する危険性が（少なくとも短期的には）ある。したが

って外生的なリスク要因に対しては、これまで以上に目を光らせておかなければならない

のだ。 

 この意味での「外生的なリスク要因」として弊研究所が注目しているものは、以下のと

おりである： 

 

●イラン勢の「核問題」を巡る 7カ国協議における「第 1段階合意」の履行状況 

●シリア勢の「和平会議」の開催可能性 

 そのコロラリーとしてのソチ冬季五輪における大規模テロ発生の危険性 

●北朝鮮勢における核ミサイル発射の可能性 

●米国勢における“デフォルト（国家債務不履行）”リスクの極大化 

●「太陽嵐」の急激な発生による大規模なインフラ障害 
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 まずイラン勢の「核問題」については、昨年（2013年）11月 23日（ジュネーヴ時間）

に 7カ国協議の場で「第 1段階の合意」が成立したものの、先月（12月）になってから雲

行きがかなり怪しくなってきたことを指摘しておかなければならない。同 19 日（ジュネー

ヴ時間）から米欧勢とイラン勢との間において「同合意の履行に関する技術的な問題に関

する専門家会合」が開催されたものの、22日（同）にはブレイクしてしまったからだ。も

っとも「合意」の履行期限は来る 5月末であることから、このことが直ちに状況の悪化に

つながるとは考えにくいのも事実である。 

 

（図表 4-7 プーチン露大統領によって“恩赦”された女性歌手「Pussy Riot」メンバー） 

 

（出典：Fox News） 

 

 むしろ目先において注目を集めているのはシリア勢の「和平会議」についてである。国

連は繰り返し同会議が今月（1月）22日にスイス勢において開催される旨公表してきてい

るが、他方でいわゆる「反体制派」の中において米国勢が支援する勢力と、サウジアラビ

ア勢が支援する勢力が拮抗し、武力闘争を繰り広げているのが現状なのである。とりわけ

後者のグループにイスラム系武装組織「アル・カーイダ」が混入しているとされる一方、

そもそも「化学兵器」の製造能力をこれら「反体制派」こそ持ち合わせているとの指摘す

らなされるに至っているのだ79。 

 そしてこうしたイスラム系武装組織と連動していると見なされているのが「チェチェン」

においてロシア勢のプーチン政権による弾圧に抵抗運動を行っている反体制派なのである。

                                                   
79http://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin参照。 

http://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin
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その結果、シリア勢において元来問題とされていたはずの「化学兵器」は「アル・カーイ

ダ」を経由して「チェチェン反体制派」の手に渡る可能性が高いというわけである80。 

 もっともこのことを純粋に「反体制派によるテロの企て」ととらえるべきではない。な

ぜならばドイツ勢、フランス勢を筆頭に国家元首たちが続々と「ソチ冬季五輪の欠席」を

明らかにし、その表面的な理由として「ロシア勢による人権侵害」を掲げる一方、ロシア

勢は反体制派として知られてきた人物を続々と「恩赦」し始めているからである。 

 そればかりではない。明らかにプーチン体制の下でコントロールされていると考えられ

てきたエドワード・スノーデン元米中央情報局職員ですら、「米国勢に対する戦いに勝利し

た」としてこれ以上、極秘文書のリークをしないと “喧伝”しているのである。 

 こうしたあからさまな態度変更の陰には、そもそも「化学兵器」がインテリジェンス機

関の間で飛び交っており、最終的にソチ冬季五輪で大惨劇を引き起こす危険性が高いこと

を暗に示している。そのことはちょうど、前回、国際社会がシステム転換の時期を迎えた

1970年代初頭に行われたミュンヘン夏季五輪において、イスラエル勢の選手団が大量に殺

害されるというテロ行為が行われたことを彷彿させるというわけなのだ。 

 

（図表 4-8 ミュンヘン夏季五輪（1972 年）におけるテロ犯人たち） 

 

（出典：Elegram.com） 

 

 

                                                   
80http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2013/07/03/chechen-rebel-calls-for-attacks-on-s

ochi-games/2486349/参照。 

http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2013/07/03/chechen-rebel-calls-for-attacks-on-sochi-games/2486349/
http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2013/07/03/chechen-rebel-calls-for-attacks-on-sochi-games/2486349/
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 以上の二つに対して、例えば北朝鮮勢を巡る「粛清」劇はあくまでも世代交代のための

“演出”という側面が強く、かつ米国勢との対話の糸口を導くために「中国勢との断交」

を“喧伝”したという側面が強い。他方で、米国勢の“デフォルト（国家債務不履行）”リ

スクの極大化については、連邦レヴェルでの公的債務の上限額（federal debt limit）が

再び来月（2月）7日（米東部時間）に到達してしまうことが明らかな中、「騒動」がそれ

なりに“演出”されることが明白である。しかしだからこそ、米国勢の中で支持率低迷に

悩むオバマ政権が「地政学リスクの“炸裂”」について主導し、あるいはこれに協力し、も

って「有事における指揮権」の名目で全体を掌握しようとする可能性が高いことも頷ける

のである。 

 したがってイラン勢における「核問題」を根源的な理由とした地政学リスクの“炸裂”

が来る 5月末以降に見え始めている中において、（1）まずはシリア勢における情勢悪化の

延長線上に「ソチ冬季五輪」でテロによる混乱が発生し、（2）同時に米国勢において財政

危機が悪化する旨“喧伝”されるという事態が、来月（2月）早々にもあり得るというわけ

なのだ。 

 そしてこのような事態の急変の中、“よりマシなマーケット（safe haven）”を求めて動

き廻る“越境する投資主体”の熱い視線が我が国に対して更に注がれることになる。なぜ

ならば、（1）ソチ＝チェチェン問題と我が国は余りにも疎遠であり、（2）かつ米国勢にお

ける“デフォルト（国家債務不履行）”リスクの悪化によっても量的緩和（QE）縮小化とい

う方向性を変えるわけにはいかない以上、もはや米国勢において救いの手段は「戦争経済」

への突入しかなく、よって少なくとも短期的には「イスラム勢による報復可能性」を理由

に“米国的なるもの（＝米ドル、米国債）”離れが進むことが容易に想定出来るからである。 

こうして事態の急変により、早ければ来月（2月）早々には日本マーケットの「高揚感」

は陰り、あるいは「崩落」へと導かれていく。その流れが徐々に強まっていく中、先月（2013

年 12月）13日に日本マーケットでロール・オーヴァーされた裁定残が一斉に“解消”され

る次なるタイミングとしての「2014年 3月」を迎え、場合によってはこれが発動。「大暴落」

へと至る可能性が出始めているというわけなのだ。 

ただしいずれにせよこうした状況転換が生じるにしても、想定しておかなければならな

いのが円高基調への転換が生じてから後にあり得べき「日本バブル」第 2弾なのだ。した

がって今月（1月）に見据えておくべきなのは、上記のような複数のリスクのセットがそれ

ぞれ“炸裂”に向けてどこまで進展しているのかという点に他ならないのである。――そ

の意味で「日本バブル」と「動乱」の年＝2014年の始まりそのものとも言うべき 1カ月。

それが 2014年 1月なのである。  
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