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「防衛計画の大綱」（以下、防衛大綱）は、基本的な情勢分析を示し、
その上で防衛力の役割や自衛隊の基本的な兵力構成を定める、日本の防
衛政策の基本となる文書である。現在の日本においては、装備の調達な
ど具体的な予算措置を伴う防衛力整備は、この防衛大綱に基づき、5 年
間の整備計画を定めるために策定される「中期防衛力整備計画」に沿っ
て進められる。これまで防衛大綱は、冷戦期の 1976 年、冷戦終結後
の 1995 年、9.11テロ後の 2004 年に策定されており、2010 年 12月 17日、
安全保障会議および閣議決定により、新たに「平成 23 年度以降に係る
防衛計画の大綱」（以下、新防衛大綱）が策定された。
新防衛大綱によって提示された今後の防衛力が目指す方向性のうち、

最も重要な点は、基盤的防衛力構想によることなく動的防衛力を目指す
としたことである。具体的には、「安全保障課題に対し、実効的に対処
し得る防衛力を構築することが重要」であるとし、また「軍事科学技術
の飛躍的な発展に伴い、兆候が現れてから各種事態が発生するまでの時
間が短縮化される傾向にあること」などを踏まえ、「平素から情報収集・
警戒監視・偵察活動を含む適時・適切な運用を行い、我が国の意思と高
い防衛能力を明示しておくことが、我が国周辺の安定に寄与するととも
に、抑止力の信頼性を高める重要な要素となって」おり、「防衛力の運
用に着眼した動的な抑止力を重視していく必要がある」と指摘した。そ
の上で、「即応性、機動性、柔軟性、持続性及び多目的性を備え、軍事
技術水準の動向を踏まえた高度な技術力と情報能力に支えられた動的防
衛力を構築する」との方針が提示されたのである。
動的防衛力は、防衛力の役割を「平時における抑止」、「事態発生時に

おける対処」に二分して把握するのではなく、「平時と有事の中間領域」
というべき分野において防衛力を能動的、あるいは常時継続的に活動さ
せることが重要になっているとの認識に基づいている。新防衛大綱にお
いては、防衛力を「いかに整備するか」に着目した考え方である基盤的
防衛力構想ではなく、「いかに使うか」に着目した考え方である動的防
衛力が、骨格を形づくることとなったのである。
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1 新防衛大綱の策定

（1） 新防衛大綱策定まで
「防衛計画の大綱」は、基本的な情勢分析を示し、その上で防衛力の
役割や自衛隊の基本的な兵力構成を定める、日本の防衛政策の基本とな
る文書である。現在の日本においては、装備の調達など具体的な予算措
置を伴う防衛力整備は、この防衛大綱に基づき、5 年間の整備計画を定
めるために策定される「中期防衛力整備計画」に沿って進められる。こ
れまで防衛大綱は、冷戦期の 1976 年、冷戦終結後の 1995 年、9.11テロ
後の 2004 年に策定されてきた。

1976 年に策定された「防衛計画の大綱について」（以下、1976 年防
衛大綱）では、「核相互抑止を含む軍事均衡や各般の国際関係安定化の
努力により、東西間の全面的軍事衝突又はこれを引き起こすおそれのあ
る大規模な武力紛争が生起する可能性は少ない」ことを基本的な国際情
勢認識の前提とした上で、生起する可能性が相対的に高いと評価された
限定小規模侵略に独力で対処するための防衛力を基盤的防衛力として整
備することとした。なお、ここでいう限定小規模侵略とは、「一般的には、
事前に侵略の『意図』が察知されないよう、侵略のために大掛かりな準
備を行うことなしに奇襲的に行われ、かつ、短期間のうちに既成事実を
作ってしまうことなどを狙いとしたもの」（1977 年度版防衛白書）であ
り、例えば陸上戦力としては、「3 個師団か 4 個師団程度」による着上陸
侵攻と説明された（1987 年8月27日衆議院内閣委員会における西廣政府
委員答弁）。

1995 年に策定された「平成 8 年度以降に係る防衛計画の大綱」（以下、
1995 年防衛大綱）は、冷戦終結を受けて新たに策定された大綱である。
これは、「不透明・不確実な要素が残されており、安定的な安全保障環
境が確立されるには至っていない」との情勢認識をベースとし、基盤的
防衛力を維持し、また防衛力の合理化・効率化・コンパクト化を進める
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とした。なお、冷戦後の国際情勢の中で、1976 年防衛大綱で示された「限
定小規模侵略独力対処」という考え方を強調することは適当ではないと
考えられ、1995 年防衛大綱ではその表現は踏襲されていない。

2004 年に策定された「平成 17 年度以降に係る防衛計画の大綱」（以下、
2004 年防衛大綱）は、国際テロリズムや北朝鮮の核・ミサイル開発の
進展といった安全保障環境の変化に対応しようとしたものである。この
防衛大綱は、2003 年 12月の弾道ミサイル防衛（BMD）導入に関する
安全保障会議決定を踏まえ、それまでの防衛大綱で維持されてきた「基
盤的防衛力構想」の有効な部分を継承しつつ、「多機能」「弾力的」「実
効性」をキーワードとする新たな防衛力構想を提示した。
なお、この 2004 年防衛大綱においては、特に見直しなどの期限が定
められていなかったそれまでの防衛大綱と異なり、「5 年後または情勢に
重要な変化が生じた場合には、その時点における安全保障環境、技術水
準の動向等を勘案し検討を行い、必要な修正を行う」こととされた。そ
して、自民党麻生内閣は 2004 年防衛大綱の策定から 5 年後の 2009 年 12

月までにその見直しを行うべく、同年 1月、安全保障と防衛力の在り方
に関して幅広い意見を得るため、勝俣恒久東京電力会長を座長とする 

「安全保障と防衛力に関する懇談会」（以下、安防懇）を開催した。安
防懇は国際安全保障環境、日米同盟に関する諸問題、国際平和協力法 

（PKO法）に基づく活動、防衛産業・技術基盤などの防衛力を支える基盤、
自衛隊の将来体制などについて議論を重ね、2009 年 8月に報告書を提出
した。
報告書発表直後の 2009 年 8月末の衆議院選挙の結果、民主党の鳩山

内閣が発足した。鳩山内閣は、防衛大綱の見直しについて、国家の安
全保障にかかわる重要課題であり、政権交代という歴史的転換を経て
十分な検討を行う必要があるとして、見直しの結論を 2009 年 12月で
はなく 2010 年 12月までに得ることとした。そのため、改めて、佐藤
茂雄京阪電鉄 CEOを座長とする「新たな時代の安全保障と防衛力に関
する懇談会」（以下、新安防懇）を 2010 年 2月から開催し、8月 27日に



221

第 8章　日本 ̶ 新防衛大綱の策定 ：動的防衛力を目指して

「新たな時代における日本の
安全保障と防衛力の将来構想 
̶ 『平和創造国家』を目指し
て」が提出された。
本報告書で特に目を引くの
は、「軍事力の役割が多様化す
る中、防衛力の役割を侵略の
拒否に限定してきた『基盤的
防衛力』概念は有効性を失っ
た」とし、1976 年防衛大綱で
提示され、2004 年防衛大綱で
「有効な部分」に限りながらも継承されてきた基盤的防衛力構想の放棄
を提言に盛り込んだことである。具体的には、「基盤的防衛力構想の名
の下、これからの安全保障環境の変化の趨勢からみて重要度・緊要性の
低い部隊、装備が温存されることがあってはならない」、「今日では、基
盤的防衛力という概念を継承しないことを明確にし、それに付随する受
動的な発想や慣行から脱却して、踏み込んだ防衛体制の改編を実現する
ことが必要な段階に来ている」と指摘する一方で、「平素から警戒監視
や領空侵犯対処を含む適時・適切な運用を行い、高い部隊運用能力を明
示することによる『動的抑止』の重要性が高まっている」との記述がな
された。
こうした新安防懇の報告書も踏まえつつ、政府内、あるいは与党であ

る民主党における検討が進められ、最終的に 12 月 17日に安全保障会議
および閣議決定がなされ、「平成 23 年度以降に係る防衛計画の大綱」が
策定された。

（2） 新防衛大綱 ― 2004 年防衛大綱からの変化
新防衛大綱によって提示された今後の防衛力が目指す方向性のうち、

最も重要な点は、基盤的防衛力構想によることなく動的防衛力を目指す
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としたことである。具体的には、「安全保障課題に対し、実効的に対処
し得る防衛力を構築することが重要」であるとし、また「軍事科学技術
の飛躍的な発展に伴い、兆候が現れてから各種事態が発生するまでの時
間が短縮化される傾向にあること」などを踏まえ、「平素から情報収集・
警戒監視・偵察活動を含む適時・適切な運用を行い、我が国の意思と高
い防衛能力を明示しておくことが、我が国周辺の安定に寄与するととも
に、抑止力の信頼性を高める重要な要素となって」おり、「防衛力の運
用に着眼した動的な抑止力を重視していく必要がある」と指摘した。こ
れらは、基本的に新安防懇報告書の提言に沿った形であるが、日本の主
権を防護するための動的な抑止だけではなく、アジア太平洋地域の安全
保障環境の一層の安定化と、グローバルな安全保障環境の改善のための
活動を能動的に行っていくためにも、防衛力を適切に活動させていくこ
とが重要である。こうしたことから、新防衛大綱においては、「即応性、
機動性、柔軟性、持続性及び多目的性を備え、軍事技術水準の動向を踏
まえた高度な技術力と情報能力に支えられた動的防衛力を構築する」と
の方針が提示されたのである。
なお、2004 年の防衛大綱においても、「多機能・弾力的・実効性」を

もつ防衛力を構築していくとして、「抑止効果」を重視した防衛力から「対
処能力」を重視した防衛力へと転換していく方向性が示されている。た
だし、こうした方向性は、対処すべき事態をきめ細かく具体的に提示し
つつ、防衛力の役割を「平時における抑止」と「事態発生時の対処」の
二分法でとらえたものであり、冷戦期と同じように、平時と有事とが截
然と区別できることを暗黙のうちに前提としているといえる。しかしな
がら、現在の世界では、テロ対策や、破綻国家における平和構築のため
の活動、あるいは海賊対策のためのパトロールなど、国際的な安全保障
環境を改善するための活動が不断に行われている。いわば、平時とも有
事ともいえない中間領域において発生している事態に対応するために、
烈度はそれほど高くはないが長期間にわたる継続的な活動が増加してい
るといえるのである。
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新防衛大綱においては、日本を取り巻く安全保障環境についての記述
の中で、「領土や主権、経済権益等をめぐり、武力紛争には至らないよ
うな対立や紛争、いわばグレーゾーンの紛争は増加する傾向にある」と
述べられており、有事に至らない分野における安全保障上の課題の重要
性が増しているとの基本的な認識が示されている。こうした状況におい
ては、有事を防ぐための静的な抑止力の果たす役割を前提としつつも、
中間領域におけるさまざまな事象に対応した、より動的な活動を裏付け
るような防衛力に重点を置く必要が生じてきているのであり、新防衛大
綱で示された動的防衛力への方向性は、こうした状況をとらえたもので
あるといえる。
また、2004 年防衛大綱と新防衛大綱との間では、安全保障の目標が
変化している。2004 年防衛大綱においては、安全保障の目標として、「我
が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及んだ場合にはこれを排除
するとともに、その被害を最小化する」ことと「国際的な安全保障環境
を改善し、我が国に脅威が及ばないようにする」の 2 点が提示されてい
た。新防衛大綱においては、安全保障の目標として以下の 3 つ、すなわ
ち「第一の目標は、我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及ん
だ場合にはこれを排除するとともに被害を最小化することであり、もっ
て我が国の平和と安全及び国民の安心・安全を確保すること」、「第二の
目標は、アジア太平洋地域の安全保障環境の一層の安定化とグローバル
な安全保障環境の改善により脅威の発生を予防することであり、もって
自由で開かれた国際秩序を維持強化して我が国の安全と繁栄を確保する
こと」、「第三の目標は、世界の平和と安定及び人間の安全保障の確保に
貢献すること」が提示された。これら 3 つの目標のうち、第 1 の目標は
おおむね 2004 年防衛大綱と同一であるが、第 2 の目標においては、「脅
威の発生の予防」の方法論として、「アジア太平洋地域の安全保障環境
の一層の安定化」、「グローバルな安全保障環境の改善」が併記されてい
る。ここでは、アジア太平洋地域において展開される日本の安全保障政
策とグローバルに展開されるそれとが区別されており、「国際的な安全
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保障環境の改善」として両者を同一視した 2004 年防衛大綱と比べて変
化している。また、防衛政策にどの程度の直接的なかかわりを持つかは
現段階では明らかにされていないものの、第 3 の目標として人間の安全
保障に言及されているのも目を引く点である。
これらの安全保障の目標に基づく安全保障政策の定式化の方法も、

2004 年防衛大綱とは異なる。2004 年防衛大綱では、前述の 2 つの目標
を、「我が国自身の努力」、「同盟国との協力」（日米安全保障体制）、「国
際社会との協力」からなる 3 つのアプローチを組み合わせて追求してい
くとされた。よって、安全保障政策を展開していくべき分野として 2×
3の 6 分野が示され、この 6 分野を埋めていく形でさまざまな政策が展
開されていくこととされた。しかしながら、この 2×3は、単に目標と
アプローチの組み合わせを示したに過ぎず、それぞれの組み合わせが、
どのような形でどの程度日本の安全保障に寄与するのかは示されていな
い。例えば、安全保障の目標である「自国の防衛」と、それを達成する
ためのアプローチとしての「国際社会との協力」の組み合わせについて
いえば、「国際社会との協力」が、「我が国自身の努力」あるいは「同盟
国との協力」の組み合わせと同程度に「自国の防衛」に寄与する政策分
野であるとは考えにくい。しかし、2 つの目標と 3 つのアプローチを掛
け合わせて 6 つの分野を示すような形式で全体の考え方を示した場合、
どういった政策が重要なのか、その優先順位を示すことが難しいので 

ある。
また、そもそも 2004 年防衛大綱の 2 つの目標である、自国の防衛と

国際安全保障環境の改善は、安全保障に関連するほぼあらゆる政策を網
羅し得ることから、これらに基づいて具体的な政策の優先順位をつける
ことは困難であった。しかしながら、限られた予算の中でどのような形
で防衛力整備を進めるかを検討する上では、政策上の優先順位を確定す
ることが不可欠であり、何らかの形で優先順位を導き出していく論理が
必要であった。
この点、新防衛大綱では改善の努力が払われている。安全保障の目標
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とアプローチとを掛け合わせて政策分野を示すのではなく、安全保障の
目標から防衛力の役割が直接的に導き出され、その役割に基づいて、「態
勢」および「体制」の項目で具体的に能力整備の重点分野が書き込まれ
る形で、政策の定式化が図られているのである。すなわち、安全保障の
第 1 の目標に連動する「実効的な抑止と対処」、第 2 の目標のうち、地
域とグローバルのそれぞれにおける安全保障環境の改善に連動する「ア
ジア太平洋地域の安全保障環境の一層の安定化」、「グローバルな安全保
障環境の改善」が防衛力の役割として示されている。そして、これら3

つの役割を実効的に果たすために、各種の事態の対応に必要な態勢を示
すとともに、特に即応態勢、統合運用態勢、国際平和協力活動の態勢を
保持していくとして、態勢整備の優先順位を示した。さらに体制の項目
においては、一般的な原則として、各種の活動に活用し得る機能、非対
称的な対応能力を有する機能、非代替的な機能を優先的に整備していく
こととし、重視する事項として、統合の強化、島嶼部における対応能力
の強化、国際平和協力活動への対応能力の強化、情報機能の強化、科学
技術の発展への対応、効率的・効果的な防衛力整備の 6 点を挙げ、防衛
力整備上の優先すべき分野を明示したのである。
なお、「態勢」および「体制」の項目は、具体的に自衛隊がどのよう

な能力を重視した防衛態勢を保持するのか、そしてそのためにどのよう
な原則をもって部隊を編成していくのかを示すものであり、1976 年防
衛大綱、1995 年防衛大綱には記述されていたものであるが、2004 年防
衛大綱においては記述されていない。新防衛大綱においては、これらの
項目を復活させ、しかも安全保障の目標と連動した形で防衛力の役割を
導き出し、それに基づいて重視する能力分野を明示したことによって、
防衛力整備上の優先順位を、より明確な形で示すことができたと評価で
きよう。
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2 基盤的防衛力と動的防衛力

（1） 基盤的防衛力構想
基盤的防衛力構想は、1976 年防衛大綱において、冷戦期の国際環境
を前提として、日本の防衛力整備の基本原則として提示された概念であ
る。その最も中核的な概念として維持されてきたのは、脅威対抗論に立
たないこと、すなわち周辺諸国の防衛力の水準に対抗する形で自衛隊の
持つべき能力の水準を定める所要防衛力の発想には立たないことであ
る。そしてその原則の中で、3 つの要素が基盤的防衛力構想を構成して

図8-1　新防衛大綱の構成

【我が国周辺】周辺国の軍事力の近代化、軍や関係機関の活動の活発化
【アジア太平洋地域】非伝統的安全保障分野での具体的な協力の進展
【グローバル】 一国で生じた混乱が直ちに世界へ波及するリスクの増大

＊我が国を取り巻く安全保障環境

① 多機能性　② 非対称性　③ 非代替性

＊体制整備に当たっての優先順位

安全保障の目標 防衛力の役割 自衛隊の態勢及び体制

我が国に直接脅威が及ぶこと
を防止し、脅威が及んだ場合
にはこれを排除するとともに
被害を最小化

実効的な抑
止及び対処

アジア太平
洋地域の安
全保障環境
の一層の安
定化

グローバル
な安全保障
環境の改善

アジア太平洋地域の安全保障
環境の一層の安定化とグロー
バルな安全保障環境の改善に
より脅威の発生を予防

世界の平和と安定及び人間の
安全保障の確保に貢献

• 統合の強化
• 島嶼部における対応能力の強化
• 国際平和協力活動への対応能力の強化
• 情報機能の強化
• 科学技術の発展への対応
• 効率的・効果的な防衛力整備

• 即応態勢
• 統合運用態勢
• 国際平和協力活動の態勢

自衛隊の態勢

自衛隊の体制
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きた。
第 1 の要素は、より大きな規模の防衛力の「基盤」としての要素である。 

1976 年防衛大綱の理論的バックボーンとなったのは、当時の久保卓也
防衛課長が 1974 年に部内論文として執筆したとされ、その後『久保卓
也遺稿・追悼集』などで公となった論文「防衛力整備の考え方」（以下、
KB論文）である。その中で、久保氏は、防衛力の内容として「ポシビ
リティの問題として考えれば限定戦争の事態を想定するのが妥当」であ
るとしつつ、日本の防衛力は将来の情勢の変化に応じ得るものであるこ
とに配慮する必要があると指摘した。ここでいう将来の変化とは、「大
国が武力侵略政策に転じたと思われる兆候」 など、情勢が悪化する場合
を想定してのことである。したがって、そうした変化が起これば、KB

論文で想定する防衛力の規模よりも大きな規模が必要となる。KB論文
の中で「この意味からこのような防衛力は我が国にとっての基盤的防衛
力」と述べられ、最終的に 1976 年防衛大綱でも、「情勢に重要な変化が
生じ、新たな防衛力の態勢が必要とされるに至ったときには、円滑にこ
れに移行し得るよう配意された基盤的なものとする」と記述された。こ
の記述は、情勢変化時の防衛力の規模の拡大を含意していることから「エ
キスパンド条項」とも呼ばれる。このように基盤的防衛力には、字義ど
おり、より大きな規模の防衛力の「基盤」としての側面があり、また、
まさにそうであるが故に「『基盤』的防衛力構想」と命名されたのである。
第 2 の要素は、「欠落のない」態勢の構築である。これは、機能的な

文脈と地理的な文脈の二重の意味において「欠落のない」防衛力である
ことを意味している。1976 年度版防衛白書では双方の側面から基盤的
防衛力構想の性格を説明している。機能的な文脈においては、「もし我
が国の防衛力に機能的に欠けるところがあれば、その分野においては全
く対抗措置がとれないことになり、相手方に自由な行動を許してしまう」
ことから、「防空、海上防衛、陸上防衛のそれぞれの役割を果たすため
の各種の機能や情報、指揮通信等の機能、さらにそれらを支えるための
各種の支援機能について欠けるところがあってはならない」と述べられ
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ている。このように、基盤的防衛力構想の機能的な側面においては、陸・
海・空が、想定される侵略形態に対応した機能を一通り持たなければな
らない、とされたのである。一方、地理的な文脈については、「こうし
た各種の機能は、国土やその周辺海空域のいずれの地域においても、侵
略の当初から組織的な防衛行動を実施できるように、我が国の地勢の特
性等に応じて整備され、組織されていること」と述べられており、地理
的に空白が生じない態勢を構築することが目指されている。特に、「山
川論」とも呼ばれる、山と川といった地形によって部隊の配備地域を区
分する、陸上自衛隊の「14 地形区画」に基づく配備は、地理的な文脈
において「欠落のない」防衛態勢を構築する原則に基づいている。
第 3 の要素は、「自らが力の空白となって地域の不安定要因にならな
い」とする、「力の空白」論である。この「力の空白」論が基盤的防衛
力構想と明確な形で結びつくのは、ソ連のアフガニスタン侵攻以降のい
わゆる新冷戦期に当たる1980 年代の自衛隊の能力拡張期においてであ
る。当時の西廣整輝防衛局長は、自衛隊の能力拡張と 1976 年防衛大綱
との関係について次のような論理で説明した。1976 年大綱には、「限定
小規模侵略独力対処」が兵力整備の目標として定められているが、この
「限定小規模侵略」の規模そのものは、軍事技術や相手側の兵力組成の
変化に伴って変動し得る。したがって、基盤的防衛力構想は「極めて限
定的」ながら脅威対抗論としての性格をもつのであり、当時想定される
「限定小規模侵略」は、1976 年防衛大綱策定時に想定された「限定小規
模侵略」よりも大きくなっている。よって、当時の状況下で自衛隊の能
力を拡張することは、1976 年防衛大綱および基盤的防衛力構想の変更
を伴わずとも可能であるとしたのである。つまり、「限定小規模侵略」
そのものの規模が可変であるから、周辺情勢に対応し、それに対して「独
力対処」する能力を備えていかなければ、日本は「力の空白」になって
しまい、国際環境を不安定化させてしまう。「力の空白」を作らず、国
際環境を安定化させるためには、「限定小規模侵略」に「独力対処」す
る力を備えなければならないのであって、周辺諸国の「力」が可変であ
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る以上、「限定小規模侵略」に備えるのに必要な力も可変であるとした
のである。
ところが、冷戦が終わると、「力の空白」論は性格を変えることになる。
日本が「限定小規模侵略」に独力で対処する能力を備えることを「空白
でない」状況として定義してきた 1980 年代と異なり、「欠落のない防衛
力」を整備することが「空白でない」状況として定義されたのである。
この時代において「力の空白」論は、1995 年防衛大綱で再定義された
基盤的防衛力構想を概念的に下支えすることとなった。

2004 年防衛大綱においては、この基盤的防衛力構想のうち「有効な
部分」が継承されることとなった。2005 年度版防衛白書には、基盤的
防衛力構想の有効な部分として、「わが国に対する軍事的脅威に直接対
抗するものではないこと、わが国の侵略を未然に防止するため、引き続
き、周辺諸国の軍備の動向といったわが国が置かれている戦略環境や地
理的特性などをふまえた防衛力を保持する」と述べられている。つまり、
基盤的防衛力構想の諸要素のうち大本の原則といえる。すなわち周辺諸
国の防衛力の水準に対抗する形で自衛隊の持つべき能力の水準を定める
所要防衛力の発想には立たないことについては維持されたのである。
一方、先に述べた 3 つの構成要素のうち、第 1 の所要防衛力の「基盤」
としての要素は、1995 年防衛大綱でエキスパンド条項が削除された時
点ですでに失われている。
第 2 の「欠落のない防衛力」について、地理的側面に関しては、

2005 年度版防衛白書において「即応性や高い機動性を備えた部隊を全
国に適切に配置する」とされていることから、「適切」と表現するこ
とによって均衛配置からの修正を目指す方向性を示しつつ、2004 年
防衛大綱でも維持されていた。ところが、機能的な側面においては、
2004 年防衛大綱において、国際平和協力活動や、2004 年防衛大綱で導
入された概念である「新たな脅威・多様な事態」に対処する能力を、「多
機能・弾力的・実効性」のある防衛力として盛り込んだことによって、
それまで本格的な侵攻に対処することを目指してきた基盤的防衛力構想
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の下で、「欠落のない」防衛力を目指して追求されてきたものとは異な
る要素が含まれているのである。具体的に言えば、「多機能・弾力的・実
効性」のある防衛力とは、日本の防衛のために必要な能力が「欠落して
いない」ことを目指す、いわば受動的な概念規定に基づくのものではな
く、「安全保障政策上の目的を達成」するために、「新たな脅威・多様な
事態」に実効的に対応するために必要な機能・能力や国際平和協力活動
を行うために必要な機能・能力を整備することが必要だと考える、より
能動的な考え方に基づいているといえる。
第 3 の「力の空白論」については見いだすことはできない。2004 年
防衛大綱では、グローバルな安全保障へとより主体的・積極的に関与し
ていくことがうたわれている。それに伴い、自衛隊の活動領域は、日本
の防衛からグローバルな安全保障へと広がる。そして、基盤的防衛力構
想のように、地域において「力の空白」とならないことのみを基本原則
に据えたのでは、このような活動の裏付けとなる防衛力を構築すること
は困難なのである。

（2） 動的防衛力の構築へ
2004 年防衛大綱において、基盤的防衛力構想は、「もっとも有効な部分」 
について継承するとされる一方、「多機能・弾力的・実効性」を持つ防衛
力を構築することとされた。新防衛大綱においてはこの方向性がより強
化され、基盤的防衛力構想によることなく、さまざまな活動を能動的に
行える動的な防衛力を構築していくとされたのである。この 2 つの防衛
大綱の考え方は、防衛力の「存在による抑止」よりも、防衛力を実際に活
動させていくことを重視する点で共通しているが、重要な違いがある。

2004 年防衛大綱において、「多機能・弾力的・実効性」を持つ防衛力
が必要だとされたのは、当時の安全保障環境においては、「本格的な侵略」
よりも「新たな脅威・多様な事態」に対応することが重要であるとされ
たためである。そして「新たな脅威・多様な事態」は、「予測困難で突
発的に発生する可能性があるため、従来のように防衛力が存在すること
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による抑止効果が必ずしも有効に機能しない可能性がある」とされ、抑
止能力を重視した防衛力ではなく、「国内外の様々な事態への『対処能力』
を重視した防衛力」を構築することが必要だと考えられたためである。
この発想は、防衛力を実効的に活動させていくことが重要であるとい

う点で動的防衛力と共通しているが、「平時」と「有事」あるいは「事
態発生時」との二分法的にとらえた上で、防衛力の機能を「平時におけ
る抑止」と「事態発生時における対処」に二分して把握している点が異
なる。新防衛大綱で示された動的防衛力は、防衛力の役割を「平時にお
ける抑止」と「事態発生時における対処」に二分して把握するのではな
く、「平時と有事の中間領域」において防衛力を能動的、あるいは常時
継続的に活動させることが重要になっていると考える点で、2004 年防
衛大綱で示された「多機能・弾力的・実効性」を持つ防衛力とは異なる
のである。
この点は、特に新防衛大綱と同時に発表された防衛大臣談話から理解

することができる。防衛大臣談話においては、「軍事力の役割は一層多
様化し、人道支援・災害救援、平和維持、海賊対処等平素から常時継続
的に軍事力を運用することが一般化」しつつあること、その中で「自衛
隊の海外での活動は日常化」してきていること、日本周辺において「多
くの国が軍事力を近代化し、また各種の活動を活発化」させているとの
情勢認識を示し、その上で、実効的な抑止と対処、アジア太平洋地域の
安全保障環境の一層の安定化、グローバルな安全保障環境の改善からな
る防衛力の 3 つの役割を「効果的に果たすための各種の活動を通じて、
我が国の主権、平和と安全及び繁栄を確保することが重要になってきて
いる」とした上で、「防衛力の『運用』に焦点を当てた『動的防衛力』を
構築する」と述べられている。
そしてその「防衛力の『運用』」をどのような形で進めていくかにつ
いて、防衛大臣談話では、その指針ともいえる原則的な考え方が提示さ
れている。第 1 の原則は、「情報収集・警戒監視・偵察活動等の平素の活
動の常時継続的かつ戦略的な実施」であり、日本周辺で軍などの実力
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組織による平素の活動が活発
化する中、日本も常時継続的
な監視活動などの密度と頻度
を高めていこうとするもので、
新防衛大綱でいう「動的な抑
止」に相当するものといえる。
第 2 の原則は、「各種の事態へ
の迅速かつシームレスな対応」
である。軍事科学技術などの

進展に伴って、安全保障上の緊急事態が突発的に発生する可能性が増大
していること、一国で生じた混乱要因が直ちに国際社会に波及するリス
クも高まっているため、国内外における突発的な事態に対して迅速に対
応する必要があること、また、日本周辺における軍などの実力組織によ
る平素の活動が活発化している状況においては、さまざまな関係機関の
切れ目のない連携が必要であることから、迅速かつシームレスな対応を
行えることは極めて重要である。第 3 の原則は、「諸外国との協調的活
動の多層的推進」である。安全保障上の課題や不安定要因が多様で複雑
かつ重層的なものとなっていることに伴い、これらへの対応には各国の
協調がいっそう必要となっており、問題解決に向けた実動的な協力を含
む 2 国間・多国間の取り組みをあらゆる局面で多層的に推進する必要が
ある。例えば、イラクにおけるオーストラリアとの協力がその後の日豪
の安全保障協力関係を大幅に進展させたように、グローバルな安全保障
上の課題で実動的な協力を進めることは、日本と諸外国の協調的な関係
を発展させることになり、また、国際社会における日本の存在感の高ま
りにも寄与するのである。
この運用の指針ともいえる原則は動的防衛力の内容を規定する非常に

重要な要素である。これを併せて把握することによって、基盤的防衛力
構想によることなく動的防衛力を構築するという新防衛大綱の方向性に
ついての理解をより深めることが可能であろう。これによって動的防衛

警戒監視飛行中の海上自衛隊 P-3C 哨戒機
（写真：防衛省）
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力とは、防衛力を「いかに使うか」に着目した考え方であることが理解
できるからである。一方、基盤的防衛力構想とは、防衛力を「いかに整
備するか」に着目した考え方であるといえよう。
平時と有事の中間領域において、防衛力を動的に活動させていくこと

が重要であると考えるならば、防衛力を「いかに整備するか」に焦点を
当てるのではなく、これまで構築されてきた防衛力を「いかに使うか」
に焦点を当てて防衛力の在り方を提示することが重要なのであり、動的
防衛力とは、まさにそれを目指したものであるといえよう。その意味で、
基盤的防衛力によることなく新たな防衛力の在り方を示したことには大
きな意義があるのである。

（3） 動的抑止
新防衛大綱では、「平素から情報収集・警戒監視・偵察活動を含む適時・

適切な運用を行い、我が国の意思と高い防衛能力を明示しておくことが、
我が国周辺の安定に寄与するとともに、抑止力の信頼性を高める重要な
要素となってきている」とし、「防衛力の運用に着眼した動的な抑止力
を重視していく必要がある」と述べられている。動的防衛力は、防衛力
の 3 つの役割すべてに関連するものであるが、動的抑止は、その中でも
特に実効的な抑止・対処と関連性が強いものであり、防衛大臣談話で示
された運用の指針となる原則においては、第 1 の「情報収集・警戒監視・
偵察活動等の平素の活動の常時継続的かつ戦略的な実施」によって展開
されるものである。ただし、これは、通常型の武力紛争に対する抑止に
とどまらない含意を有している。
すでに触れたように、現在の安全保障環境では、平和構築や海賊対処

などに軍事力を活用するなど、平素からの軍事力の運用が一般的にな
り、軍の行動という観点からは平時と有事に区分して論じることが大き
な意味をなさなくなっている。特に、日本周辺においては、大規模な紛
争が生起する可能性は低下していると考えられるものの、平素から活発
な軍事活動が展開しており、かつ、当該軍事活動には、違法とは言えな
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いながらも日本の権益の侵害につながっていく恐れがあるものが含まれ
る。このような活動は、伝統的な「抑止」概念が対象とする攻撃的行動
とは明らかに異なるところであり、これらを思いとどまらせるためには、
「抑止」概念の再構築が必要である。動的抑止とは、そのために提示さ
れた 1 つの方向性であるといえる。
抑止論において抑止とは、「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応
を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせ
る」軍事力の作用とされ、その態様によって、「懲罰的抑止」と「拒否
的抑止」に分類される。「懲罰的抑止」とは、耐え難い打撃を加えると
威嚇して攻撃を断念させるもので、攻撃を行うことによって被るコスト
に関する計算に働き掛けるものであり、「拒否的抑止」とは、特定の攻
撃的行動を物理的に阻止する能力を備えることによって攻撃を断念させ
るもので、攻撃によって目的を達成できる可能性に関する潜在敵国の計
算に働き掛けるものである。
抑止論は、特に冷戦期に米ソの「冷戦」が「熱戦」に転化すること
を防ぐこと、すなわち武力攻撃や侵略といった軍事行動を思いとどま
らせ、平時から有事へと移行するのを予防するという問題意識に基づ
いて発展してきたものである。その中で、抑止が機能しない状況とし
て、① 相手に対応する時間を与えずに現状の変更を図る既成事実化（fait 

accompli）戦略を相手がとった場合、② 抑止力が発動する最低限度の
事態を探ろうとする探索活動（probing）といったものがあると指摘さ
れてきた。
動的抑止とは、まさにこうした、有事を念頭に置いた伝統的な抑止に

よっては対応できないと考えられている状況までも念頭に置いたもので
ある。ここで対象とされるのは、「侵略」や「武力攻撃」といった軍事
行動ではなく、主として平時と有事という二分論でとらえることは難し
い行動を対象としており、特に、前述の抑止失敗のパターンにおける「既
成事実化戦略」と「探索行動」に該当する行動を抑止することが主要な
目的となる。
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特に重視されるのは、警戒
監視・情報収集活動や、訓練・
演習を含む活動、さらには国
際平和協力活動など、実際の
防衛力の運用を通じて、時間
的・地理的な隙がないことな
どを示し、相手国の行動を思
いとどまらせることである。こ
のように、「動的抑止」は、実
際の軍事力の運用によって成立するという点で、伝統的な「抑止」とは
その態様が異なるといえる。
「動的抑止」を構成する各種の活動は、本格的な軍事活動に対する「懲
罰」や、当該行動の「拒否」そのものに当たるものではなく、本格的な
軍事活動を行うという相手方の重大な政治的決断をためらわせるには不
十分である可能性は否定できない。特に、武力攻撃や侵略など、軍事行
動のエスカレーションとして高い段階に位置する行動を、直接的に思
いとどまらせることは難しいと思われる。したがって、「動的抑止」が
機能するには、伝統的な「抑止」が成立していなければならないことに
なろう。その一方で、「既成事実化戦略」や「探索行動」による現状変
更の成功可能性が低いことを相手に認識させることが期待できることか
ら、特に拒否抑止の文脈において、伝統的な「抑止」を補完するもので
あるといえる。

3 新防衛大綱と拡大抑止

（1） これまでの防衛大綱における拡大抑止の考え方
前述のとおり、1976 年防衛大綱は、米ソ冷戦構造における相互核抑
止を戦略的な前提とした上で、限定小規模侵略に独力で対処することを

水中での警戒監視・情報収集を行い得る潜水艦
（写真：海上自衛隊）
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示したものである。そして、拡大抑止についての考え方は、「わが国の
防衛は、わが国自ら適切な規模の防衛力を保有し、これを最も効率的
に運用し得る態勢を築くとともに、米国との安全保障体制の信頼性の維
持及び円滑な運用態勢の整備を図ることにより、いかなる態様の侵略に
も対応し得る防衛体制を構成し、これによって侵略を未然に防止するこ
とを基本とする。また、核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存す
るものとする」として示された。これは、1968 年に佐藤内閣で核政策
の四本柱の一つとして、「米国の核抑止力への依存」が表明され、また、
第 4 次防衛力整備計画の策定に際して 1972 年に国防会議および閣議決
定された「第 4 次防衛力整備 5カ年計画の策定に際しての情勢判断及び
防衛の構想」において「わが国の防衛は、米国との安全保障体制を堅持
しつつ、わが国みずからも有効な防衛力を保持して侵略を未然に防止す
ることを基本とし、また、核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存
するものとする」とされた記述に基づくものとみられるものであるが、
2004 年防衛大綱に至るまで基本的にこの 1976 年防衛大綱の記述が引き
継がれてきた。
ここで言う米国の核抑止力への「依存」とは、1976 年防衛大綱が対
象とした限定小規模侵略が生起した際の核兵器の使用についての「依
存」とは考えにくい。なぜなら、限定小規模侵略には「独力」で対処
する以上、米国の核兵器の使用は論理的に組み込まれていないからであ
る。1976 年防衛大綱において限定小規模侵略にとどまる可能性が相対
的に高いと評価されたことの前提が米ソの相互核抑止であることを考え
れば、1976 年防衛大綱における米国の核抑止力に対する期待は、日本
が限定小規模侵略に備える前提となる「東西間の全面的軍事衝突」など
が抑制される戦略環境を「核相互抑止を含む軍事均衡」によって形成す
ることであると考えられよう。
この文脈においては、「全面的軍事衝突」を抑止するための米国の対
ソ核抑止力そのものの信頼性が死活的に重要となる。一方、日本が独力
で対処するところの限定小規模侵略との関係では、そういった局面にお
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ける米国の核使用をめぐる問題は、対ソ核抑止そのものに比べれば二次
的な論点であり、また、米国の核戦力の対ソ抑止態勢の強化に関して日
本として関与できる余地もないことから、基本的な考え方として、米国
の核抑止力に「依存する」との論理が成立したものと考えられる。
その後の防衛大綱においても基本的に 1976 年防衛大綱の記述が引き
継がれている。1995 年防衛大綱においては、「核兵器の脅威に対しては、
核兵器のない世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮の国際的努力の中
で積極的な役割を果たしつつ、米国の核抑止力に依存するものとする」
と記述されており、1976 年防衛大綱で示された「米国の核抑止力に依
存する」との考え方を継承しつつ核軍縮の努力について言及した点が特
色である。

1995 年防衛大綱策定に先立って設置された有識者による懇談会であ
る「防衛問題懇談会」が発表した「日本の安全保障と防衛力の在り方 
̶ 21 世紀に向けての展望 ̶ 」でも、「米国の核抑止能力は、核兵器
を所有する諸国家が地球上に存在するかぎり、日本の安全にとって不可
欠である」、「日本は、今後も非核政策を堅持していく決心であるので、
核軍縮と核兵器拡散防止は、日本の利益とも完全に合致している。同時
に、このふたつの目標が現実に達成されるまでの間、米国の核抑止の信
頼性に揺らぎがないことが、決定的に重要である。核兵器から自由な世
界を創るという長期的な平和の戦略と、日米安全保障協力の維持・強化
とは、この点でも、密接不可分の関係にある」として、拡大抑止の信頼
性を維持しつつ、核軍縮および不拡散の努力を進めていくべきことが記
述されており、このような形で、拡大抑止の重要性とともに核軍縮の努
力についても言及することが、当時広く共有された認識であると考えら
れる。

2004 年防衛大綱においても、「核兵器の脅威に対しては、米国の核抑
止力に依存する。同時に、核兵器のない世界を目指した現実的・漸進的
な核軍縮・不拡散の取組において積極的な役割を果たすものとする。ま
た、その他の大量破壊兵器やミサイル等の運搬手段に関する軍縮及び拡
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散防止のための国際的な取組にも積極的な役割を果たしていく」と記述
された上、「防衛力の役割」の項に含まれる「弾道ミサイル攻撃への対応」
において、「弾道ミサイル攻撃に対しては、弾道ミサイル防衛システム
の整備を含む必要な体制を確立することにより、実効的に対応する。我
が国に対する核兵器の脅威については、米国の核抑止力と相まって、こ
のような取組により適切に対応する」とも記述された。

2004 年防衛大綱策定に先立って設置された有識者による懇談会であ
る「安全保障と防衛力に関する懇談会」が発表した報告書においては、
「日本周辺の国際環境は、すでに述べたとおり、依然として不安定性に
満ちており、核兵器などの大量破壊兵器による紛争の可能性も完全に
は否定できない。弾道ミサイルによる脅威も存在する。その意味で、今
後とも日米同盟の信頼性を相互に高めつつ、抑止力の維持を図る必要が
ある。とりわけ核兵器などの大量破壊兵器による脅威については、引き
続き、米国による拡大抑止が必要不可欠である。さらに、大量破壊兵器
とその運搬手段としての弾道ミサイルの拡散が深刻な事態をもたらす可
能性があるなど、従来の抑止が効きにくい状況があることから、米国の
核抑止を補完する必要がある」と述べられている。こうしたことから、
2004 年防衛大綱では米国の核抑止力への「依存」に加え、2003年に導
入が決定された BMDについて、核抑止の補完的要素としての記述がな
されたものと考えられる。

（2） 拡大抑止をめぐる論点
上記のとおり、防衛大綱においては 1976 年防衛大綱以来、「核兵器の
脅威に対しては、米国の核抑止力に依存する」という記述が基本的に踏
襲されてきた。ただし、それは米ソ相互核抑止を前提として、限定小規
模侵略に独力で対処するとした考え方をベースとしての「依存」であり、
その後の防衛大綱とは異なる状況において記述されたものであるといえ
る。現在の安全保障環境を考慮すれば、それとは異なる考え方に基づい
て、日本としての拡大抑止についての宣言政策を明らかにする必要があ
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ると考えられる。
第 1 の論点は、核兵器の脅威の状況である。冷戦終結以来、第 1 次戦

略兵器削減条約（START I）、第 2 次戦略兵器削減条約（START II、発
効せず）、戦略攻撃能力削減に関する条約（SORT、通称モスクワ条約）、
新 STARTというように、米露は相互の脆弱性に基づく戦略的安定性を
維持しながら核軍縮を進めてきた。その結果として、新 STARTが発効
すれば米露の配備弾頭数は 1,550 発まで削減されることとなり、冷戦期
と比して大幅な核軍縮が実現することとなる。一方、国際的な核不拡散
の努力にかかわらず、核兵器を保有している、あるいは保有が疑われ
る国家の数は増加してきている。また、核兵器不拡散条約（NPT）上
の 5 核兵器国のうち米露英仏の 4カ国が核軍縮を進めてきている一方、
中国は核・ミサイル戦力の近代化を不透明な形で進めている。このよう
に、米露においては大幅な核軍縮が進展しており、核弾頭の総量は減少
しているものの、核兵器を保有している国の数は増加している状況に 

ある。
とりわけアジア太平洋地域においては、中国の核 ･ミサイル戦力の不

透明な近代化や、2006 年と 2009 年に北朝鮮が核実験を実施し、核抑止
力を保有したと宣言しているといったことを考えると、核兵器の脅威は
冷戦期とは異なる形で深刻化しており、日本への核兵器の脅威に対する
抑止は引き続き重要である。
第 2 の論点は、米国の核抑止についての考え方の変化である。冷戦終
結後、安全保障環境が複雑化し、抑止すべき主体が多様化したことにかん
がみ、2002 年版の「核態勢の見直し」（NPR）以降、米国は「新たな三
本柱」として、ミサイル防衛、非核の打撃能力を組み込んだ戦略抑止概
念を提示している。2007 年 5月に発表された日米安全保障協議委員会
（いわゆる 2＋2）共同声明もその考え方に則しており、「米国は、あら
ゆる種類の米国の軍事力（核及び非核の双方の打撃力及び防衛能力を含
む）が、拡大抑止の中核を形成し、日本の防衛に対する米国のコミット
メントを裏付けることを確認した」と記述されている。オバマ政権でも



240

その方向は継続しており、2010 年版 NPRでは、「地域的安全保障アー
キテクチャ」として、地域の安全保障環境に適合した形で、強固な政治
的コミットメントに裏打ちされた核抑止力、ミサイル防衛、対大量破壊
兵器（WMD）能力、通常戦力、統合された指揮統制能力から構成され
る抑止概念が提示され、中でも非核の構成要素を強化していくことが 

「核兵器のない世界」を目指す上で重要であるとされている。このように、
現在の米国では、核兵器のみならず多様な手段を複合させて自国に対す
る脅威および同盟国に対する脅威を抑止していく方向性が提示されてい
る。ただし、NPRにおいては、「米国の核態勢は地域的安全保障アーキ
テクチャにおいて死活的な役割を有している」とも記述されており、こ
れは核抑止力が引き続き重要であることも明らかにしている。
第 3 の論点は、日本自身のミサイル防衛の役割についての評価である。

前述のとおり、現在では拡大抑止を構成する要素には、核による打撃力
のみならず、防衛能力も含まれると考えられている。したがって、拡大抑
止の信頼性の確保に関して、日本としては単に米国の核抑止力に「依存」
するだけでなく、ミサイル防衛能力により主体的に協力する可能性が生
まれてきているといえる。事実、2004 年防衛大綱においてもすでに、核
兵器の脅威の文脈で、日本のBMDについても言及されているのである。

（3） 新防衛大綱における拡大抑止の考え方
新防衛大綱において、拡大抑止については、「核兵器の脅威に対しては、
長期的課題である核兵器のない世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡散の
ための取組に積極的・能動的な役割を果たしていく。同時に、現実に核
兵器が存在する間は、核抑止力を中心とする米国の拡大抑止は不可欠で
あり、その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協力していくとと
もに、併せて弾道ミサイル防衛や国民保護を含む我が国自身の取組によ
り適切に対応する」と記述されている。
この新防衛大綱の記述の第 1 の特色は、「長期的課題である核兵器の

ない世界の実現に向けて」「積極的 ･能動的な役割を果たしていく」こ
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とを最初に述べ、その上で「現実に核兵器が存在する間」の政策につい
て述べたことである。こうすることで、日本として、長期的な政策課題
として「核兵器のない世界」を追求しつつ、現存する核兵器の脅威に対
しては米国と協力して対応していくとの基本的な態度が示されている。
これは、日本がこれまでとってきた政策の確認であると同時に、「核兵
器のない世界」を目指しながら、核兵器に対する抑止力を維持していく
とする、米国のオバマ大統領が 2009 年 4月のプラハ演説で示した考え
方を共有していることを示している。
第 2 の特色は、米国の抑止力との関係について、これまでの防衛大綱

では単に「米国の核抑止力」と記述されていたのに対し、「核抑止力を
中心とする米国の拡大抑止」としたことである。これは、前述した米国
自身の核抑止に対する考え方の変化に対応したものであろう。2010 年
版 NPRで提示されたように、米国の拡大抑止を核抑止力だけではなく、
ミサイル防衛、対WMD能力、通常戦力、統合された指揮統制能力か
ら構成されるものとしてとらえ、それらの要素の中で核兵器が中心的な
意味合いを持つとの考え方を示したものであるといえよう。
第 3 の特色は、米国の核抑止力に「依存する」との表現に代わって、「不

可欠」との表現が用いられたことである。これは、1 つには、核兵器の
脅威に対する抑止についての米国の考え方が、核報復力のみによらずミ
サイル防衛や通常戦力を含むものに変化してきている中で、ミサイル防
衛システムの配備によって日本も核兵器などの脅威に対して一定の能動
的な役割を果たし得る状況が生まれてきており、単に「依存」する関係
ではなくなりつつあることを表したものであろう。また、現在の東アジ
アの安全保障環境においては、核抑止力を中心的な要素とする拡大抑止
が、日本の安全にとって代替不可能な重要な役割を果たしているとの日
本の評価を示したものでもあろう。
第 4 の特色は、上記に関連して、「（拡大抑止の）信頼性の維持・強化

のために米国と緊密に協力していくとともに、併せて弾道ミサイル防衛
や国民保護を含む我が国自身の取組により適切に対応する」として、日
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新防衛大綱と日米防衛協力 ̶ 動的日米防衛協力に向けて
解説

新防衛大綱においては、防衛力の 3つの役割として、実効的な抑止と
対処、アジア太平洋地域の安全保障環境のいっそうの安定化、グローバルな安全保
障環境の改善が示された。こうした役割を果たしていく上で重要な点は、本文で述
べたとおり、現在の安全保障環境においては、平時とも有事とも言えない中間領域
における軍事力の活動の重要性が増してきており、烈度はそれほど高くないが長期
間にわたる活動を常時継続的に行うことが一般化してきていることである。こうし
た観点から、新防衛大綱では動的防衛力を構築していくことが打ち出された。
中間領域における軍事力の役割の重要性への認識は、米国が 2010 年 2月に発表し

た QDRにも示されている。QDRには「将来の戦略環境においては、完全に戦争
でも完全に平和でもないあいまいなグレーエリアにおける重要な課題が増加してい
くであろう」と記述されており、「武力紛争に至らないような対立や紛争、いわば
グレーゾーンの紛争は増加する傾向にある」と記述されている新防衛大綱における
状況認識と明確な相似性を観察することができるのである。
このように、日米双方とも、中間領域における活動の重要性を認識しているとす

れば、日米防衛協力も今後はより動的な方向性を重視した形で進めていくことが必
要であろう。そもそも、新防衛大綱で示された防衛力の 3つの役割、すなわち実効
的な抑止と対処、アジア太平洋地域の安全保障環境のいっそうの安定化、グローバ
ルな安全保障環境の改善のすべてにおいて、同盟国である米国との協力は重要な意
味をもつ。今後、日米同盟の深化を進めていく上では、日本自身の防衛力の果た
す 3つの役割と相乗効果を発揮するような形で、動的な日米防衛協力を進めていく
ことが不可欠である。
実効的な抑止と対処との関連では、警戒監視における日米協力、共同訓練や施設

の共同使用の拡大、装備技術協力など平素からの日米共同の活動を強化していくこ
と、アジア太平洋地域の安全保障環境のいっそうの 安定化との関連では、日米韓や
日米豪などの 3 国間協力、地域的な多国間枠組みの中での日米協力を推進していく
こと、グローバルな安全保障環境の改善との関連では、テロ・海賊対策や破綻国家
対策への貢献といった国際平和協力活動における日米協力、気候変動・宇宙・サイ
バー攻撃対処などグローバルな課題への対応における協力が、新防衛大綱で示され

本自身の努力の方向性を示したことである。これもまた、米国の拡大抑
止に単に「依存」するだけではなく、核兵器の脅威に対応していく上で
政策的な努力を、日本自身も進めていくとの考え方を明らかにしたもの
であるといえよう。
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た防衛力の 3 つの役割と強い関係をもつ要素として考えられる。
もちろん、新防衛大綱に「米国の核抑止力を中心とする拡大抑止は不可欠である」
と明記されたように、日米同盟の大きな役割は、ハイエンドの武力紛争を抑止する
ことである。しかし、現在の安全保障環境においては、それだけではなく、平時と
有事の中間領域における安全保障上の問題の重要性が増してきている。こうした状
況において日本の安全保障を追求していく上では、拡大抑止の有効性を高めるため
の努力や米軍の円滑なプレゼンスによる抑止力の確保に加えて、ハイエンドの紛争
を抑止することを求めてきた力を活用し、動的な日米防衛協力を進めていくことの
重要性が増してきているのである。


