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第３回　国際秩序の将来像について（11.11.16）

１ 国連体制

○自衛権

・第２次大戦末期に米国の強力な推進によって作られた国際連合では、連合国の中心たる米英仏

ソ中の５カ国に安保理における拒否権という特権が与えられたが、歴史的に欧州の干渉を排除

して独自の防衛体制をとってきていた中南米諸国は、全く関係のないソ連や中国の意向に左右

されかねないこの制度に反対した。そこで自衛権の規定が憲章に第51条として追加され、安保

理の許可なしに強制行動をとれることが確認された。

・その後、各国は、国連だけで十分とは考えず、周辺の諸国と協力して自国の安全を確保するこ

とを考え、自衛権、特に集団的自衛権を根拠に、その行使を約束する協定という形で様々な安

保条約が結ばれるようになった。結局、国連の集団安全保障の抜け道であったはずの集団的自

衛権による安全保障が事実上の主流となり、それが地域的に形成されていったというのが実情

である。

・日本国憲法に自衛権についての規定は全く置かれていないが、戦力を放棄して代わりに拠るべ

き安全保障体制として国連とも書かれていない。しかし、前文の「平和を愛する諸国民の公正

と信義によって我々の安全を確保しようと決意した」とあるのは、国連加盟の条件が「peace-
loving nations」となっているので、国連のことを意味していると解釈できる。従って、日本

国憲法は自衛権ではなく、国連憲章第７章による安全保障体制を前提としていると考えざるを

得ない。

・しかし、1960年に改定された日米安保条約は自衛権を根拠としており、結局、日本も個別的・

集団的自衛の固有の権利によって安全を保障するという道を講和条約発効後はとった。

・冷戦終結後、憲章第７章を根拠とする強制行動が安保理から許可されるようになっているが、

日本国憲法の想定どおりに、国連による集団安全保障が自衛権に代わって現実性を帯びてきて

いるとも考えられる。

○国連憲章

・国連憲章は、法的には有効な文書であるが、その規定どおりに強制行動が実施されたことは一

度もなく、憲章が現行秩序を表現しているとは言えない。しかし、規範が確立していない国際

社会では、法的に効果を持っている文書は利用価値があり、現実に事件が起こった際は国連憲

章に基づいて議論するということにならざるを得ない。いずれにしても、国際秩序の将来は、

何らかの文書や条約によって規定され論じられていくことに変わりはないであろう。

・国連憲章には独自の執行体制はもともとなく、決議された勧告や許可に実質を与えているの

は、加盟国のとっている行動、特に、必要な範囲内でのその軍事力である。

・国連憲章は第２次世界大戦の末期に合意された文書であるから、軍縮についての規定はほとん

どない。

○ＰＫＯ

・国連創設時に想定されていなかったので、国連憲章にはＰＫＯについて全く規定がないが、冷

戦期にＰＫＯが注目されるようになると、憲章上の根拠は何か、６章でもない、７章でもな

い、その中間の6.5章だ、などと盛んに論じられた。

・安保理の一応のお墨付きをもらって多国籍軍が編成され、peace-enforcementが行われてある

程度治安が回復したところでまたＰＫＯに移るという解決方法が旧ユーゴなどで行われている
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が、これは、ＰＫＯが憲章の6.5章だとすると、6.5章と７章の間の6.75章のようなものであ

る。ＰＫＯが憲章上の規定がなくても定着したのであれば、この6 . 7 5章も定着させてはどう

か。コソボも、ＮＡＴＯではなく国連のエンドースした多国籍軍であったならば、ＮＡＴＯ以

外の国も参加できたであろう。

・アングロサクソン系の国では、一般法は立法によっては作られず、コモン・ローと呼ばれる判

例法で形成される。また、文書を書き変えるということはなかなかできるものではない。そこ

で、米国等の考え方は、文書を変えなくても実態にあった慣行がそれを補っていけばよいとい

うものであり、ＰＫＯを国連憲章に明文化しようという考えはないのではないか。

・ＰＫＯは様々な活動を含んでおり、一概にＰＫＯとはどういうものかを規定することはできな

いし、我が国の５原則に合致するもの全てがpeacekeepingであるとも限らない。

○コソボ問題と人道的介入

・ＮＡＴＯやＯＳＣＥは、国連憲章第８章の「地域的機関」に近いものであるという意識をもっ

て活動を始めているが、こうした組織が秩序維持のために武力を行使することは国連憲章に違

反するのか。また、人道上の理由による介入が憲章上認められないとしても、ＮＡＴＯ南東端

の不安定性がＮＡＴＯ全体の不安定につながるという観点から憲章第51条の集団的自衛権に基

づいて強制行動をとることは許されないのか。

・解釈の問題となるが、北大西洋条約の条文上は適用範囲はＮＡＴＯ域内に限定されているが、

ＮＡＴＯは憲章第８章に基づき「地域的機関」としても行動できるとする拡大解釈もＮＡＴＯ

内部に存在していたのではないかと推測され、おそらく今回のコソボ問題での行動はこうした

解釈に立脚しているのであろう。しかし、憲章第２条第４項が武力不行使の原則を定め、第53

条が地域的機関の行動には安保理の許可が必要と明記していることからして、第８章をもって

正当化するのは難しく、反対論が根強い。さらに、ＮＡＴＯは、集団的自衛権を基礎としてそ

れを行使するために作られた協定であって、安保理の許可を得て行動することを目的として作

られた組織ではないので、憲章の「地域的機関」には該当しないとする議論もある。

・憲章第39条には、行動を起こすことのできる前提として、平和に対する脅威、平和の破壊及び

侵略行為の３つしか挙げられていない。また、安保理の権限の中に国際刑事裁判所を作ること

ができるという規定はない。しかし、旧ユーゴの戦争犯罪やジェノサイドを処罰するための国

際刑事裁判所が設置されており、これは人道法や人権は憲章に明記されていなくても特別なも

のだという解釈によってやったとしか思えない。このような考え方にはある程度の説得力があ

るので、ＮＡＴＯもそのような解釈に則って武力行使を行ったと考えられなくもない。

・ ＮＡＴＯのような地域的機構が、コンセンサスの得られている人道法に対する違反が見られる

ケースに対して、国連という一般的な機構ではできないような強制行動をとることが今後法的に

許されるようになるか否かは、これが慣行として定着するかどうかをもう少し見極める必要があ

る。

○国連体制・国際法の問題点

・冷戦後の国際社会はＧ７を中心として動いているのに、国際法の方は依然としてＰ５を中心に

考えているというギャップこそが問題であり、国連の組織そのものが時代遅れになっていると

いう意識をもっと鋭くすべきである。冷戦後の新しい秩序としてＧ７の自由主義陣営を中心に

新たな国際機関を作っておけば、コソボの問題も正当化できたであろう。

・法の世界は時間がかかる。第２次世界大戦末期のような機会があれば、一気に法を作って問題

を解決できたかもしれないが、冷戦終結の際にはそのような機会はなかった。だから、慣行の

繰り返しによる新たな規範の定着を待つしかない。

○米国と国連

・米国はかねてから地域主義に立脚しており、国際連盟に加盟しなかったのもそのためである。

国連が現在のような形になったのは、第２次大戦末期当時の国務省が普遍主義の観点から推進

したためである。もし、地域的機構でなければ実効性は得られないと考えていた英国の意向を

聞いていたら、国連は地域連合のようなものになっていたかもしれず、かえってそのほうが米

国の国益にも合致していて、戦後の体制も安定していたかもしれない。
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・米国が国際連盟に入らなかったのは、まだ米国がナンバーワンではなかったからで、国際連合

に入ったのは、米国から見て米国の力が及ばない「地域」はなく、地球全体が「地域」となっ

たからであろう。しかし、そうでなくなってくると、話は違ってくるかもしれない。

○マルチラテラリズムと国連

・大戦争の後には、皆が戦争は嫌だと思い、マルチラテラリズムの機運が高まるが、マルチの体

制は脆弱で、時間が経つにつれ、多角的安全保障協力のモメンタムは衰退するのが常である。

にもかかわらず、国連は長寿を誇り、憲章が機能していない部分がありながら、柔軟な解釈に

よって対応してきている。やはり国連にレジティマシーを求め、あとは解釈によって補ってい

くというのが、当面の国際秩序を論ずるにあたっての知恵なのだろう。

２　国際秩序の将来―国際法の前提たる原則の形骸化

○主権平等原則の形骸化

・国際法の原則は主権平等であるが、それも時代によって温度差があり、過去においては欧州諸

国がアジア・アフリカなどを「非文明国」として植民地化したり主権を制限したりしたし、国

連憲章の下でも、通常の加盟国と安保理常任理事国との間には明らかに格差がある。

・戦争法の下では諸国は対等・平等であるが、戦争が正義や人道といった大義のために行われる

場合、戦争法の制約から解き放たれて敗戦国は徹底的に破壊され、他方で特定の国だけが事実

上の世界帝国の地位に登り、主権平等の原則が形骸化して、国際法の前提が崩れる可能性があ

る。

○国家の地位の低下

・国連を含む国際機構が発達すれば、相対的に国家の主体ないし国際法上の当事者としての独占

的地位は下がる。

・国家が解体してしまえば国家による安全保障もあり得ない。経済の分野では多国籍企業の出現

でボーダーレスが現実化しており、国家間の協定で規律できる範囲は少なくなっている。戦

争・武力紛争の面でも、ジュネーブ条約追加議定書を先進国はほとんど批准していないため、

ゲリラや民族解放戦線などの主体に対しては基本的に国際法の規制が及んでいない。

３　国際秩序の様相

○「国際社会」

・国際秩序にはpower（力）とjustice（正義、価値観）とpeace（平和）の３要素があり、それに

よってorder（秩序）が成り立つ。

・これからは、「国家安全保障」でなく「国際安全保障」を考えなければならない。その場合、

主要国家間の全面的対決の蓋然性は低下しているが、ロシアと中国の動向及び「破産国家」・

「不良国家（rogue states）」の反社会的行動をどうコントロールするかということが問題と

なる。そこで挙がってくるのが、管理主体としての「国際社会」である。

・「国際社会」という言葉は以前から使われているが、近年は、「国際社会が○○する」、「国

際社会の意向に反して云々」というように、国際社会が反社会的な行動をとる国家あるいは非

国家アクターを取り締まるという形で使われている。また、日本については、以前は、国際社

会に対して非常に受身的に何か貢献するという議論であったのが、最近は、日本が国際社会の

中心的なメンバーであるというような感覚で使われることが多い。

・「天に代わりて不義を討つ」というフレーズがあるが、これは、実在しない「天」に代わって

誰かが公的権力の役割を果たして「膺懲」するという考え方である。同様に、「天」即ち「国

際社会」に代わって誰かが秩序違反者を制裁するという仕組みが「国際社会」だと考えられ

る。そうすると、国際社会の規則を決め、その違反者を制裁、処罰する資格と能力は誰にある

のかが問題となる。

・そのような公的権力として国連も考えられるが、国連軍が存在しない以上難しい。誰かが国連

の名において行動するとしても、結局米国を抜きにしては考えられず、米国が覇者となって、

それといくつかの国が支えあい、秩序を乱すものを処罰するまたは予防的な手段をとるという
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ことになる。

○「国際社会」の価値観

・「国際社会」の名において秩序違反者を抑えていくと言うとき、民主主義や人権、経済的グ

ローバル・スタンダードといった、世界的に共通の価値観の存在が前提とされている。そうし

た一つの価値基準が全ての国によって共有されるのであれば、「国際社会」、international
communityは実体的なものになる。

・この点、国連憲章の第５章から第７章は、積極的な意味での「国際社会」というものが多かれ

少なかれ実体的なものとしてあることを想定している。しかし、依然として基本にあるのは古

典的な主権国家からなるcommunity of statesであって、憲章の第２章がそのような古典的な

イメージで書かれているし、中国なども主権、内政不干渉、侵略の禁止という消極的な原則を

強く主張している。従って、国連憲章の中には２つの原則が入り混じって緊張しており、それ

は当分の間なくならない。

・これまでの古典的・消極的な国際社会では、内政不干渉というように、いろいろな価値観が

あってよいということであったが、最近はそれが次第に許されなくなり、国際社会としての一

つの基本的な価値観があるということを前提にして物事が処理されるようになっている。

・そのような国際社会においては、国際的基準の違反を止めさせるために強制的に介入する

（intervention）というストラテジーと、Robert Jacksonが『Beyond Westphalia』という本

の中の「International Community beyond the Cold War」という論文において論じている

ように、強制するのではなく隔離、村八分にして（isolation、quarantine）、国際社会のメン

バーなら得られるであろう利益を与えないというストラテジーがある。民主主義や人権が大事

だとしても、ごり押しするとかなりの反発を招いて、結果的には米国も傷つくので、長続きす

るのは後者の方法である。但し、後者のストラテジーにおいても、あまりに状況がひどい場合

にはＰＫＦなどで一時的な介入が必要かもしれない。

４ 米国主導の国際秩序

○米国の戦略と国際秩序の状況

・米国の戦略は、自国の優越を維持し、それを脅かす挑戦者の出現をあらゆる手段で抑えること

で、そのための戦略は、以下のとおりである。

①Ｐ５（安保理５常任理事国）の分裂を防ぐこと。冷戦時代の旧敵国である中露をengageない

しintegrateすることが問題で、普段は中国のほうが議論されているが、将来的にはロシアの

ほうが大きな問題になるかもしれない。

②Ｇ７の分裂を防ぐこと。つまり、第２次世界大戦の旧敵国であるドイツと日本を今後も同盟

国として繋ぎ止めておくことで、米国には、将来この２国が米国にチャレンジするようにな

りはしないかという関心はあるようである。

③文明の衝突、特にイスラム原理主義への対応。具体的な戦略はよく分からない。

④「南」の破産国家や不良国家の反乱や混乱への対応。こういうことがないように、予防外交

やＰＫＯ活動を実施する。

⑤米国内の孤立主義的ナショナリズムへの対応。民主主義や人権といった米国の国是・価値観

にどれだけ訴えていくことができるかが問題である。

・冷戦時代には「力」の二極構造があり、「正義」をめぐって自由主義対共産主義の争いがあっ

たが、米国の勝利により冷戦後の「正義」は自由主義となり、世界的に均質ではないが、自由

主義の規範を共有する世界が成立し、「歴史の終焉」となった。一方で、その国際的規範を無

視し挑戦する「不良国家」が現れ、「文明の衝突」に発展する。米国の立場からすれば、国際

的な自由主義的秩序の広まりは、冷戦時代から進行している一つのプロセスであり、日本とド

イツに対しては、自由主義的プロジェクトはうまくいって両国は同盟国となった。ロシアにつ

いてはそのようなプロジェクトが成功するか失敗するかの瀬戸際で、中国においてはこれから

プロジェクトが始まる。不良国家については成功の見込みはなく、他の南の国々に対しては、

平和維持や開発などで国家統合を進めていくことが課題となっている。つまり国際的自由主義
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秩序を最終的に支えているのは民主主義や人権といった米国のイデオロギーである。

・そのように冷戦時代を通じて今日に至るまで広めてきた自由主義という価値観で、どれだけ世

界をインテグレートしていくことができるのかが問題である。米国を中心として自分たちが国

際社会のコアであると思っている国々がある一方で、自分たちはその外にいる、あるいは半分

外にいると考えているのがロシアであり、ＷＴＯというドアの前で入るべきか否か迷っている

のが中国である。こうしたやり方についていけないというのが不良国家であり、そこで起こる

のが「文明の衝突」である。

・中国とロシアが価値観をもう少し西側と共有することがあったとしても、バランス・オブ・パ

ワーの関係は基本的にはなくならない。

・米国の大統領選挙のプロセスが国連海洋法条約やＣＴＢＴの批准問題に非常に大きな影響を与

えていることからも分かるように、国際秩序を論じるにあたっては、米国内の政治動向や米国

の国益、価値観といったものが絡んでいることを我々は常に意識しておくべきである。

・イスラムがあれだけ多くの人間を動かす力を持っているところを見ると、歴史はまだ終焉して

いないと思う。

○米国は王者か覇者か

・米国の力の優越に対し正面から対抗できる勢力は今のところないが、力だけでは米国は「王

者」になり得ず、「覇者」に成り下がる。実際米国が覇者になりつつあるのかというと、非常

に微妙なところではあるが、「天に代わりて不義を討つ」というようなことはそもそもできる

ものではないという限定を忘れれば、そうなるかもしれない。

・かつての米国は、価値的な相対主義を認め、国連をはじめとする多国間機構を重視し、うまく

それらを利用していた。それは余裕の裏返しでもあり、王者的であったと思う。しかし最近の

米国は、多国間主義から顔を背けたり、ＮＭＤのためにＡＢＭ制限条約の改定を求めたり、ゼ

ロ・カジュアリティ・ドクトリンを追求したりするなど、米国一国だけが住みやすい世界をと

ことん作り上げるという流れを強め、覇者的になりつつあるという印象を受ける。しかしこの

ようなユニラテラリズムは、やがてどこかで挫折するのではないか。

・力の構造、バランス・オブ・パワーの観点からすると、一超数強というのは異常な状態であ

り、中国やロシアが米国の覇権に反対し、フランスは多極主義がいいと言っているように、米

国に対抗しようとする国が出てくる。また、米国の側からすれば、今のところおとなしい日本

やドイツも将来は分からないという疑念に悩まされるのも王者の悲哀である。従って、王者で

あることはいつまでも続くものではない。また、不良国家に対する「隔離のストラテジー」に

関しても、それは数の上で自分たちが圧倒的に強ければ成功するが、そうではないかもしれな

い。さらに、米国の善意を信じるとしても、ごり押しをすれば危険が大きく、力の誇示と価値

観の無理な押し付けの２つがどこかで化学反応を起こして、いずれ米国は挫折するであろう。

・「不良国家」や「文明の衝突」といった問題は、80年代のレーガン政権の頃から追求され冷戦

後にさらに強まった、市場経済や人権や民主主義などを他国の国内にまで問うような政策の一

つの結果である。そうした米国主導の秩序がむしろ底辺からの反発を呼び起こし、大きな戦争

は起こらないだろうが、周辺から秩序が劣化していく現象がたくさん出てくるだろう。このよ

うに米国が単極となったこの秩序は脆弱であり、冷戦後の10年間に米国が行ってきた政策によ

り、その脆弱性は高まっている。このような流れに歯止めをかけるには、米国をチェックする

バランサーとなる国が必要であるが、それはＰ５とＧ７しかなく、これらが分裂しないように

しながら米国に気を遣わせるという以外に方法はないのではないか。

・国外から見ると、米国が唯一の超大国になったことに対する懸念ばかりが強調されがちだが、

米国自身も他国の懸念を感じ取っていて、冷戦時代であれば簡単にできたことが、唯一の超大

国になってしまった結果、かえってできなくなってしまったという面もある。そのような時

に、それを察した日本や英国のような同盟国が率先して米国を含む行動の必要性を国際社会で

言い出してくれれば、米国としても動きやすくなる。米国のユニラテラリズムばかりを強調す

ると、唯一の超大国となって米国が抱えている悩みを無視することになり、それはそれで大き

な問題である。
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・（先の）ブッシュ政権は、冷戦後唯一の超大国となった米国に対する諸国の警戒心をよく理解

しており、湾岸戦争においても、シリアのような国まで多国籍軍に参加させたり、国連の権威

を守るためバグダッドまで進撃するのを控えたり、イスラエルとアラブを等距離に置くなど、

国際社会のコンセンサスに米国が乗ったという形を確保することに努めた。もしもあの時、米

軍がバグダッドまで進撃していたら、国連の権威は唯一の超大国である米国に及ばないという

ことになり、その時点で国連は冷戦時代よりも更に存在感の薄いものとなっていたであろう。

この辺りの高度な判断がブッシュ政権には存在したが、クリントン政権は経済重視の政権で、

国際社会に対する関心も薄く、周りへの配慮を無視したユニラテラルなことをやってしまう。

・覇者が王者になる場合にはビジョンが必要であるし、覇者になる意欲があるのであれば、相当

に貪欲であらねばならない。しかし、クリントン政権は、覇者になる意欲も王者になる意欲も

なく、結果として覇者になりつつあるのではないか。つまり、何の戦略もなく、世論調査や議

会との関係や党派的な思惑だけで動いているから、大失敗もすれば大成功もし、非常に不安定

である。朝鮮半島問題に関しては、ペリー調整官という素晴らしい人がいたため、結果として

王者であったが、コソボに関しては、結果的に覇者であった。当面は台湾問題が心配である。

・600年前から住んでいるアルバニア人をコソボから追い出すユーゴ軍はだめだとして、ピンポイ

ント爆撃により大勢の人間を死なせる一方、2000年前から住んでいるアラブ人を追い出すイス

ラエルはよいというのでは、米国は王者でなく覇者だと思う。また、東チモールに陸軍の全力

を投入しているオーストラリアの背後には、そこの海峡の通航を確保したい米国のエンドース

がある。つまり、これらは（覇権的な）国益のための介入である。また、強力な情報発信力を

持っているＣＮＮは簡単に相手を悪者にすることができ、あの悪者を倒すのだという話にすぐ

なってしまう。このままでは米国は覇者に成り下がってしまう。米国が覇者にならないように

するには、ＰＫＯと国連憲章第７章の強制行動の中間の6.75章行動のようなものをきちんと作

り出していったほうがよい。

・米国民の外交への無関心は憂うべきであるが、世界政府は当面できそうもないから、米国に頼

るしかないのだろう。

○日米関係

・そのような米国に対して日本が目指すべき理想の関係とは、王者たる米国をサポートする、助

言者になるという役割であり、実際、米国優位の秩序は日本の国益に合致し、なおかつ日本ほ

ど米国優位の秩序に貢献している国はない。それにもかかわらず、日本ほど、米国にものを

言った時にその真意が伝わらず、挑戦者として受け止められがちな国もない。このような日本

の悲哀を何とか解決しないと、米国が王者か覇者かというテーゼで進みつつある国際社会に日

本がどう関わるかという問題の本質が見えてこない。

・王者の米国が覇者になりそうになれば忠臣となって諌めるというのは、かっこいいが実際は非

常に難しい。諌めているつもりが、反逆の意思ありと睨まれるのは、ナンバーツーの悲哀であ

る。

・朝鮮半島問題については、日米韓の調整機構ができ、素晴らしい展開となったが、このように

議論をすればナンバーツーもものが言えるし、よい結果が出せる。

・日米関係は、防衛分野における協力はうまくいっているが、経済問題はうまくいっているとは

言えない。これは、市場開放を拒否して譲らない日本の官僚のほうが、コロコロ変わる米国の

官僚より優秀だからであるが、その結果、貿易不均衡の皺寄せは円高に集中し、米国の保護主

義圧力も高まる。日本には優秀な兵隊はいるが、どこを守りどこを攻めどこを退くかという戦

略を立てる将軍がいないので、全産業を守ろうとし、結局は円高からくる産業の空洞化を招

き、状況を悪化させている。

・米国では、ガイドラインや日の丸・君が代法案や民主党の憲法改正論などを聞いて、日本はナ

ショナリスティックな方向に動き出していると発言したり懸念したりする人が増えている。

・そのような動きは、日本が普通の国になるためのプロセスである。
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５ その他

・ペリー報告に対しては、大多数は納得している。ただ、これは一つのステップであり、具体的

に検証を始めると、またいろいろな問題が出てくるだろう。

・一超数強の国際社会においてインスティテューションで対応する場合、コソボの例を見ても、

最初はＧ８で取り組んだものの、停戦後は国連を関与させたことを念頭に置かなければならな

い。「一超」が「数強」と目的に応じて柔軟に組んでやっていくというような国際秩序は考え

られないだろうか。




