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第 7 章 
海洋の安全保障と日本 

秋山昌廣 
 

はしがき 

海洋の安全保障と言えば、まず海上交通（シーレーン）の安全の確保、これと裏腹の関

係にあると思われる航行自由の原則が思い浮かぶ。我が国にとって、シーレーン防衛とは、

どのような認識、位置づけであったかを導入的に概観しておきたい。 

2009 年 3 月、政府は、ソマリア沖海賊対策のために自衛隊の護衛艦 2 隻をソマリアに向

け派遣した。その出航に、日本船主協会の代表者が参列した。実は、日本では戦後、船会

社と海上自衛隊は全くの没交渉の状態が続いていて、両者が関わりを持ったのはこの時が

初めてであった。戦後長い間、自衛隊による海上交通の安全の確保が、民間側から直接期

待されたり意識されたりしてこなかったと言っても過言ではない。貿易を国家活動の基本

とし海上交通の安全確保が核心的国益である近代国家としては、戦後の日本は世界的に見

ても全くの例外的存在だった。 

理由は、太平洋戦争における帝国海軍の大きな誤りである。良く知られるように、太平

洋戦争において帝国海軍は、大艦巨砲主義と艦隊決戦勝利至上主義に傾斜し、貿易立国日

本の生命線たる民間商船のシーレーン防衛を怠り、大戦中、結果として商船は 1400 隻以上

を失い、民間の船員の損耗率は 40％を上回った。これに対し海軍では、艦船の多くを失っ

たとはいえ、兵士の損耗率は 20％以下にとどまっている。割合の比較でみると、軍が守る

べき民間船舶の船員の損耗率が、軍の兵士のそれを大きく上回ってしまったのである1。 

大戦中、民間商船に対する護衛、言葉を変えていえばシーレーンの安全の確保が如何に

軽視されたかを、このことは示している。このような歴史によって、戦後、船会社および

船舶運航関係者並びに船員は、海上自衛隊に対してある意味でのトラウマを持ってしまっ

て、長い間上記のような、海上自衛隊と接触しないという、例外的な状況が続いたのであ

る。 

しかし、海賊対策のため護衛艦を派遣することになった以上のような経緯は、海上安全

保障における重要な課題がシーレーンの安全の確保であった、あるいは、あるということ

を如実に示したと言える。 

戦後帝国陸海軍は解体され、自衛隊が発足したのは終戦後 10 年近くたった 1954 年であ

ったが、海軍の機雷掃海部隊は解体されずに連合軍の配下で機雷掃海（航路啓開）に従事

し、日本列島沿岸の機雷掃海を約 7 年にわたり徹底的に実施して海上交通の正常化に大き

な役割を果たした。 

自衛隊が発足した後は、自衛隊の海外派遣禁止との関係からシーレーン防衛が議論の対

象になり、航路帯を考慮して防衛する場合、日本からフィリピン北のヴァッシー海峡まで

約 1000 海里が南方へのシーレーン防衛範囲と述べ、それ以遠は結果として同盟国米国の防
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衛力に依存するという形になっていた。そのことの是非はともかくとしても、戦後の日本

の防衛政策においては、限定的とはいえシーレーン防衛が位置づけられていたと言えよう。 

1980 年に起きたイラン・イラク戦争では、その後半において、両国による諸外国の民間

商船、主としてタンカーが攻撃の対象となり 400 隻以上が被弾した。この中には、日本籍

船４隻、日本人乗り組みの外国籍船 8 隻が含まれている2。この時日本は、タンカーなどの

護衛を米国その他外国に依存せざるを得なかった。しかし、1990 年イラクのクウェート併

合宣言から勃発した湾岸戦争で、日本は、イラクと戦う米国を中心とした多国籍軍側に対

しまず巨額の戦費を提供したほか、戦争終了後ではあったが、遠方のガルフ湾に海上自衛

隊の掃海部隊を派遣し、機雷掃海を行って海上交通路の安全確保に従事した。 

シーレーン防衛の重要性は意識されていたが、フィリピン以南、日本にとって特に生命

線と考えられていた中近東からアラビア海、インド洋、マラッカ・シンガポール海峡、南

シナ海、東シナ海のルートに関しては、結果として他国依存という状態が長く続いた。そ

のような中ではあったが、日本は、マラッカ・シンガポール海峡に関しては、事故防止、

安全対策という観点から大きな関与をしてきた。民間組織の日本財団が中心となり、過去

40 年にわたり総額約 140 億円の対策費をつぎ込んできた。 

現在は、ソマリア沖海賊対策のため、艦船 2 隻、哨戒機 2 機が海上自衛隊から派遣され、

海賊対策ではあるが、日本から遠く離れた海域アデン湾において、シーレーンの安全確保

のための活動が行われている。 

 

１ 海洋安全保障への作用 

シーレーン防衛に関する経緯は以上のとおりであるが、近年に至り、日本に関わる海洋

安全保障に大きな作用を及ぼしてきたことがいくつかある。 

まず第一に、国連海洋法条約の発効と批准であり、第二に、これに関連して見られる海

洋資源開発の大きな展開、第三に、海洋に影響を与えた、アジアを中心に進んだパワーシ

フト、第四に、これら全てに大きく関わることであるが、中国の勃興である。 

 

（１）国連海洋法条約 

まず、国連海洋法条約だが、これは第三次国連海洋法会議において 1982 年に採択され、

1994 年に発効、わが国は 1996 年に批准して締約国となっている。現在、162 か国が加入

している（2011 年 6 月現在）。領海は基線から 12 海里3、接続水域は領海の外側に基線より

24 海里、その外側に基線から 200 海里の排他的経済水域（EEZ）及びその下部の大陸棚が

規定された。大陸棚に関しては、その地形的特徴により、基線から最長 350 海里まで延長

することができる。この場合、国連の大陸棚限界委員会への申請と同委員会の勧告を受け

なければならない4。これらにより、世界の海域の約 4 分の 3 は、世界のいずれかの国家の

管轄内に入ると見込まれる。 

問題の発生することが多いのは、向かい合う 2 国間の距離が 400 海里未満の場合、200



3 
 

海里を取ると互いにオーバーラップする EEZ の境界線は、当該 2 国間で協議し結論を出す

ことになっている点である。この場合は当然大陸棚の境界も 2 国間協議の対象となる5。ま

た、両者は必ずしも一致するわけではない。境界画定作業は、特に海洋資源の開発に関係

する海域の場合は、国家間の紛争の種となる。 

なお、EEZ はこの国連海洋法条約により導入された新しいシステムである。1945 年の大

陸棚に関するトルーマン宣言に始まり、漁業専管水域の設定といった経過を踏んで、この

EEZ が導入された。沿岸国は、EEZ では、海底も含め天然資源の探査、開発、保全及び管

理のための主権的権利、及び人口島などの設置、海洋科学調査、環境保全などに関する管

轄権を有する。ただし、非沿岸国に対しては航行の自由、上空飛行、海底電線ないしパイ

プラインの敷設の自由が保障される。大陸棚に関しては、沿岸国はその探査と天然資源の

開発に関して主権的権利を有し、これを行使する6。 

航行の自由に関しては、しかし、EEZ における非沿岸国の軍艦の活動が難しい問題を提

供する。中国をはじめいくつかの国は、自国の EEZ 内に非沿岸国の軍艦が入ることに事前

了解を必要とするとの立場に立つほか、単なる航行以外の軍の活動、運用、任務遂行を認

めない立場に立っている。これに対しては、海洋大国たる米国などは、航行の自由に反す

るとして、他国の EEZ 内での軍艦の行動を展開させて、国家実行を積み上げ、これを慣習

法化していこうとする。 

大陸棚に関しては、1964 年発効の大陸棚条約があるが、この国連海洋法条約で基線から

200 海里までは無条件で、またこれを超える限界延長が認められるなど、新しい概念が導入

されたというべきである。資源開発に直接関係することもあり、この境界画定、限界延長

に関して国家間に争いが生じている。 

領海は、基本的には領土と同じ法的地位に立つが、外国船の無害通航が認められるほか、

非沿岸国の公船に対しては司法上の執行管轄権が制約されているので、陸上の領土とは異

なり、種々の国際的問題の発生が起こりうる。 

EEZ の外側の公海は、限界延長が認められた大陸棚と深海底に関する取り扱いを例外と

して、従来通り海洋利用の自由が保障される。しかし、どこの国の管轄にも入らない深海

底の資源開発のルールなどに関して、世界最大の海洋大国米国においては国内に反対勢力

があり、米国は未だ国連海洋法条約を批准していない。 

特異の問題として、国境離島、岩礁、岩などのステータスの問題がある。国連海洋法条

約の規定によると、人の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、こ

れに付随する領海はあっても EEZ または大陸棚を有しない7。したがって、岩なのか島なの

かという議論が発生する。国境離島はさらに、相対峙する二国間においては、その境界画

定において、重要な機能を持つ。領有権の問題に加え、境界画定において島か岩かの議論

が出るほか、安全保障上の重要なサイトとしての機能も注目される。 

 

（２）海洋資源開発 
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次に、海洋資源開発について見ると、近年は、何と言っても海底石油・ガス田開発が注

目されてきた。歴史的には、20 世紀初頭に始まったメキシコ湾岸油田の探査、開発、1960

年以降の北海油田開発、1970 年代以降は北極海における石油・ガス田の探査、開発、世紀

末から 21 世紀初頭にかけての東シナ海油田開発、さらには南シナ海、インド洋などでの探

査開発などが認められる。大陸棚を中心とした海底の開発は、今では大深度での開発も可

能となったこともあり、EEZ あるいは大陸棚の範囲は、沿岸国にとっての資源的な海洋権

益に強く結びついていった。 

海底の資源としては、石油・ガスに限らずレアメタルさらにはレアアースの埋蔵が確認

されており、これらの探査、開発が大きな課題となっている。特に、マンガン団塊、コバ

ルトリッチクラフトは、如何に開発するかが課題だ。また、新しいエネルギー資源たるメ

タンハイドレート、非鉄金属、貴金属を含む海底熱水鉱床などは、探査、開発、事業化に

大きな期待がかけられている。 

海洋資源としては、さらに、海洋自体が持つエネルギーや資源も注目を集めている。す

なわち潮流エネルギー、潮汐差エネルギー、波浪エネルギーを利用した発電システムや海

上風力発電システム、海水の温度差や濃度差を利用したエネルギーシステム、海洋バイオ

テクノロジーなど、海洋の利用開発は宇宙とともに現代の研究開発のフロンティアである。 

海洋資源の利用としては、もちろん漁業を無視するわけにはいかない。魚類は人間の摂

取する動物タンパク質の 16%を占めるといわれるが、近年海面漁獲量8は横ばいである。世

界の人口は増加している、そのタンパク質摂取の需要も増大しているので、漁業をめぐる

海洋での摩擦は増加こそすれ減少する状況ではない。養殖漁業に関しては環境保全が、海

面漁業に関しては資源保護が、漁業海域に関しては EEZ の境界と沿岸国管轄権が、国際関

係においてしばしば問題となる。歴史的には、英国とアイスランドの間で鱈の漁業水域を

巡り武力衝突が 10 年以上続いたこと9すらある。食の安全保障にも関係するし、漁業は海洋

安全保障を論じる場合の重要な要素である。 

 

（３）パワーシフト 

第三に、アジアを中心としたパワーシフトの発露だが、この地域では、中国とインドが

巨大な人口と国土を保有する新しい勃興国である。両者とも経済成長が高い伸び率で続き、

その結果でもあるが、軍事力も急速に高めている。経済大国になる過程で、軍事的にも大

国化の方向に進んでいると言っても過言ではない。また、政治が安定し、経済成長も進ん

できたインドネシアは、世界最大のムスリム人口を保持する国としても、今後の動向が注

目される。旧ソ連の崩壊による冷戦の終焉後、世界の安全保障システムに関し、「米国の一

極構造」と長らく言われてきたが、米国の経済力も軍事力も相対的に弱体化して、米国の

持つパワーが弱まり、中印へのパワーシフトが発生していると言える。米国は、しかし、

人口は増加しており、軍事をも含むフロンティアの分野における技術では他を寄せ付けぬ

ほどの高い水準を維持し、経済成長も今は拡大基調であるから、そう簡単にパワーの極が
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右から左に移るわけではないだろう。ある意味で多極化の方向に向かっていると言えるが、

いずれにしても、アジアの大国勃興に伴うパワーのシフトが少なからず発生していること

は事実である。 

また、冷戦下の二極の一方であったロシアも国力、軍事力に回復傾向がみられ、少なく

とも冷戦終焉直後の米国一極構造はかなり変化してきている、というべきである。 

しかも、このパワーシフトは、太平洋、インド洋を中心としたアジアの海洋において、

あるいは、地政学的に言えばユーラシアのリムランドにおいて、生じている。したがって、

海洋安全保障を考える場合、起こっているこのパワーシフトの影響を、地政学的にもよく

考える必要がある。 

 

（４）中国の勃興 

第四に、中国の海洋戦略の影響である。以上三つの作用に密接に関係するものではある

が、日本に大きく関係する太平洋とインド洋の海洋安全保障の問題は、多くが中国ファク

ターにかかわるものである。 

中国はもともと大陸国家と考えられてきたが、以下のような考えで、積極的な海洋戦略

を展開するようになった。まず、国土の防衛という観点から、沿海、近海、遠海の防衛な

いし支配が重要と考え、海洋軍事力の増強とオペレーションの拡大をしてきた。 

経済の成長に並行して、資源エネルギーの確保が喫緊の課題となり、海洋エネルギー資

源の開発、漁業資源の確保、ないし支配を進め、かかる観点で国家の海洋権益を強く意識

するようになっている。 

1980 年代に、劉華清海軍司令員は強大な海軍の必要性を説き、沿岸防衛戦略から「近海

防御」へと海軍戦略を拡大し、いわゆる第一列島線及び第二列島線までを作戦の対象海域

とした。今世紀に入り、第二列島線を越えて作戦を展開する「遠海防衛」が議論されるよ

うになっている。政策面での拡大進展もあるが、中国の驚異的な経済成長をベースに、海

軍装備の増強と作戦の拡大が可能となってきたという側面がある。 

他方、中国はその近代史において、その時代の列強に国土を蹂躙されるなどの経験から、

領土領海の回復、保全に強い意識を持ち、かかる問題を、最終的には武力行使も辞さない

とする、国家の核心的利益と位置付けている。近年、陸上における国境画定の進展に並行

して、海洋における中国の領土領海の確保あるいは海域の支配に対して、断固たる姿勢で

臨んでいる。南シナ海でも、東シナ海でも、沿岸国との間で、多くの領土、領海、境界画

定紛争を起こしている。現代はポストモダンの時代で基本的には戦争は起こりにくいと考

えられているが、中国はまさに今、モダンの時代にあるようで、軍事力に加え国家の各種

の力（force）を使った、強制外交を展開している。 

さらに、大国化に伴い、中国は覇権的な行動も見られるようになり、アジアの国々に対

する政治経済的関与、影響力の拡大、敢えて言えば、支配し、場合によっては衛星国化を

目指し、太平洋とインド洋に一定の影響力を確保しようとしていると見ることができる。 
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２ 太平洋・インド洋における海洋安全保障 

我が国にとって、海洋の安全保障は太平洋とインド洋におけるものが主なものである。

ただし、北極海の融氷が進むと見込まれることから、今後については、北極海および太平

洋北域を無視することはできない。以下、我が国にとっての今日的な海洋安全保障の問題

を海域別に把握し、考察する。 

 

（１）西太平洋 

太平洋における日本にとっての海洋安全保障の問題は、多くは北東アジアおよび東南ア

ジアの海域におけるものであるが、これらは西太平洋の構成要素である。ここでの多くの

課題が中国に関係するが、資源の探査開発、国連海洋法条約の境界画定などは、両アジア

海域の外においても、また、太平洋沿岸国ないし島嶼国との関係でも、問題となり得る。 

ア 東シナ海 

東シナ海では、台湾および中国が、日本の領土たる尖閣諸島に対して領有権を主張し

て困難な問題が発生し、事態は深刻化している。1895 年、国際法上正当な方法で、無主

の土地を日本国土に編入し、実効支配をはじめてから 3 四半世紀、中国を含めいかなる

国、地域からクレームが出されなかった状況下で、1971 年、台湾と中国が突然、尖閣諸

島に対して領有の権利を主張し始めた10。以降、状況はだんだんと悪化してきた。中国は

問題を棚上げし次世代での解決を待つことを主張したが、1970 年代以降、何回か中国漁

船の大挙来襲、活動家の上陸、中国では 1992 年に導入された「領海及び接続水域法」で

尖閣諸島を中国領土へ組み込み、2008 年には中国の国家海洋局の公船が尖閣諸島の領海

内に長時間滞留、2010 年中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たり衝突と、一方的に挑

発行為を繰り返してきた。2012 年に至り、石原慎太郎東京都知事が、状況打開のため尖

閣諸島本島の魚釣島を民間所有者から購入する話を進めたため、政府は同島の平穏管理

を維持する観点から、同島を民間所有者から国が直接購入することを 9 月に決定し、購

入した。これを国有化ととらえ、現状を大きく変更するものと中国が強く反発し、激し

い反日デモと事実上の経済制裁、これに魚政、海監11の公船が同島周辺へ集結することを

恒常化、領海内への侵入、国家海洋局所属の航空機の同島領空への接近と続き、日本側

は領土領海領空防衛のため海上保安庁の巡視船と自衛隊の航空機が対応し、かなり緊張

した状況になった。2013 年に入り、尖閣諸島付近の公海上で、海上自衛隊の護衛艦やヘ

リコプターに対して、中国海軍の駆逐艦から射撃管制用レーダーが照射されるという異

常な事態も発生している。領海内に入る公船に対しては、法執行がなされないため、今

後長期間にわたり尖閣諸島周辺においては、中国公船の領海侵犯が恒常化する可能性が

あり、何らかの間違いから物理的衝突も起こりかねない。とくに、領空侵犯に関しては、

航空自衛隊機が対応する中、不測の事態も想定しなければならない状況となった。 

尖閣諸島問題は、このように領有主権に係る問題、現場での物理的衝突の問題が懸念
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されているが、さらに地政学的観点からみても我が国の安全保障あるいは国益にとって

きわめて重要な問題である（秋山［2013］）。 

領土領海問題に関しては、東シナ海の北端付近では日韓間に竹島の領有権問題がある

ほか、中韓間にも岩礁を巡る領土紛争がある。これらは、もちろん EEZ や大陸棚の境界

画定の問題に関係してくる。実際、中国と韓国は、大陸棚に関して、国連の大陸棚限界

委員会に、それぞれの大陸棚の沖縄トラフまでの延伸を申請した12。相対峙する国の間の

距離が 400 海里以内の場合は、EEZ 及び大陸棚の境界画定は二国間の協議で決定すると

国連海洋法条約に規定されているにもかかわらず、この規定を無視する形で申請したの

である。なお、中韓では、EEZ 境界を越えた中国漁船の漁業活動に対して、韓国当局が

厳しく取り締まることから、両国間にしばしば緊張関係が発生する。 

日中間には、尖閣諸島問題にとどまらず、これにも絡んで EEZ と大陸棚の境界画定問

題がある。EEZ に関しては、日本が国内法で、日中の中間線を境界とする（したがって

大陸棚の境界も同様）と規定している13が、中国はこれを認めない。中国は EEZ ではな

く大陸棚の境界を、自然延長論をベースに日中中間線から大きく日本側に入る沖縄トラ

フのラインと主張し、話し合いも行われない状況である。これに、尖閣諸島問題が絡む

ので、東シナ海での境界画定についての交渉の展望は全く描くことができない。 

しかし、中国は 1980 年代からこの中間線の中国側海域において、石油ガス田の探鉱調

査、開発を進め、近年ガスの採掘段階にまできた。中間線から中国側とはいえ、中間線

に近接しているサイトがあるため、海底の石油ガス田が中間線を跨いで日本側に広がっ

ている可能性もあり、日本から開発採掘の中止を求め、共同開発の提案をした。その結

果、2010 年日中間で、いくつかのサイトで共同開発の合意がなされたが、その後中国国

内の反発もあって合意は履行されていない。 

中国はサイトを守るためか、一時海軍の艦船を近傍海域に派遣した。また、日本は対

抗上中間線より日本側での開発を考慮し、そのための海上秩序維持の観点から、同サイ

トを海上保安庁の巡視船により監視、管理することを目的とした法律14を 2007 年に導入

した。海洋開発に関しては、日中間で軍や法執行機関によるオペレーションが展開され、

結果として物理的な衝突が起こりうる状況にある。 

国連海洋法条約では、EEZ と大陸棚の境界画定は相対峙する 2 国間の協議により解決

することを前提としているが、経過措置として係争海域における共同開発などについて

の暫定的な取極めを締結することができると示されている15。日中間及び日韓間において、

前者は漁業について、後者は海洋資源について、暫定措置水域ないし大陸棚共同開発区

域を東シナ海に設定している。しかし、前者においては尖閣諸島近辺について何も決め

ていないに等しく、問題解決に向けた経過措置の役割を果たしていない。 

なお、尖閣諸島問題、漁業問題に関しては、中国のほか、台湾が領有権ないし伝統的

漁業権を主張しており、中国とは別に日本は台湾への対応が必要である。尖閣諸島は、

そもそも、大陸中国ではなく台湾が歴史的権原を持っていたかどうかという問題であり、
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1971 年に領有権を主張し始めたのも台湾の国民党政権が最初であった。中国が尖閣諸島

は古く歴史的に中国の領土だったと主張する明の時代は、中国はそもそも台湾を国土と

して領有していなかったことは明らかであるので、中国が同諸島を古くからの中国固有

の領土と主張するのはおかしなことである。その後も含め、中国による同島の実効支配

の事実及び領有の証拠は全くない。 

台湾もしばしば多数の漁船を尖閣諸島に送り込んでくるし、最近は海洋巡防署（コー

ストガード）の公船も随伴したりしている。ただし、台湾当局者は尖閣問題で大陸中国

と共闘することはないと公言しているし、話し合いによる平和的解決を呼び掛けている16。 

東シナ海に止まらないが、中国の海洋戦略は、この海域の安全保障上大きな問題を提

起している。よく言われるように、日本本島、奄美群島、沖縄、八重山諸島、台湾、フ

ィリピンを繋ぎ、南シナ海を囲む第一列島線と、小笠原諸島、グァム島、ミクロネシア、

パラオ、パプアニューニアに至り大きくフィリピン海を囲む第二列島線（防衛省防衛研

究所［2012: 10］）を意識し、まずは第一列島線の内側を中国の海として守り、次いで第

二列島線の内側を支配して敵国の自由な活動を阻止する構想を持つ。1990 年代までは、

そうは言っても力がなく、何とか第一列島線内を防御する体制を確立するのが精一杯で

あったが、今世紀に入り、進む経済成長に応じて海軍力の近代化、増強も進み、第一列

島線の外にも影響力を広め始めた。中国海軍の艦船が、訓練など作戦の展開のため、沖

縄本島と宮古の間の海域を通り抜けて太平洋に出入りする回数が、年を追って増加して

いる（防衛省防衛研究所［2012: 38］）。 

中国は国土の防衛という観点から、この列島線の中の防御、防衛、支配を強く意識し

ている。脅威の対象はもちろん米国であり、さらには、日米同盟の海軍統合力であろう。

中国の考える防衛には、もちろん台湾を含めたものであり、特に台湾独立阻止、海峡問

題に関する外国の干渉排除を念頭に置いていることは言うまでもない。 

中国ではさらに、近年、これら列島線の外を睨み、遠海防衛が議論され始めている。

空母の就役などにみられる、世界的な規模での戦力投射、軍事活動を考え始めている可

能性を否定することはできない。中国が主観的に中国防衛を目的にしていると思いこん

でも、その対象海域の広さを考えれば、中国本土の防衛範囲を超え、海洋の支配、アジ

ア地域への覇権の確立、世界への軍事力の拡張といった方向へ歩んでいると見なければ

ならない（平間［2007: 12］、防衛省防衛研究所［2012: 10-11］）。これは、まさにパワー

シフトの問題であるため、相対的には力を落としている米国とともに日本が取りうる対

応を考えなければならない。 

イ 南シナ海 

南シナ海に関しては、200 を超えると言われる島、岩礁などを巡る領土紛争が大きな課

題である。EEZ や大陸棚を有する島はそれほど多くなく 20 を下回ると言われている。実

質的には、中国と他の沿岸国との対立であるが、ヴェトナムもほぼ全域の領有権を主張

していることもあり、中国以外の沿岸国同士も領土紛争を抱えているのが実態である。
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しかし、中国は 1960 年代以降、軍事力を使っていくつかの島嶼の実効支配を確立し、近

年は非軍事ではあるが法執行権力機関の力（Force）を使用した強制外交を展開して領土

領海の囲い込みないし取得、維持を図っており、周辺国との摩擦が大きくなっている。 

日本にとっては、南シナ海は資源エネルギーなどの海上輸送にとって重要なシーレー

ンの通る海域であり、その安全の確保は死活的な国益そのものである。したがって、こ

の海域が領土領海紛争、これに伴う EEZ や大陸棚に関する境界画定の紛争により不安定

になることは国益に反する。 

また、相手が中国であるということになると、島嶼に関する主権問題は、東シナ海で

起こっている事案とオーバーラップする。尖閣諸島問題に関する中国の強制外交に対し

て日本が島を守る強い作戦を展開していることに南シナ海の沿岸国たる東南アジア諸国

が、喝采を送るのは、同海域で同じ問題を中国によって引き起こされているからに他な

らない。 

中国は、第 2 次世界大戦終了の 1940 年代に、南シナ海を、いわゆる十一破線（現在は

九破線）で大きく囲い込み、この内側は中国の領土（島嶼など）領海、あるいは「中国

の海」などと主張してきた17。これに対しては、ヴェトナムがほぼ同じ海域を、フィリピ

ンがフィリピン西方と南沙諸島について、それぞれの領土、領海の主権を主張した。こ

のほか、マレーシア、ブルネイ、台湾がそれぞれ同海域に対して主権の主張を行い、特

に南沙諸島に関しては、6 か国・地域が重複して主権を主張している状況である（防衛省

防衛研究所［2011: 17］）。 

1970 年代に中国は軍事力によりヴェトナムの支配を排除して西沙諸島を手中にし、80

年代から 90 年代にかけても、国家の力（軍事力を含む）を使用して、南シナ海の多くの

島嶼を次々と支配下に入れてきた。多くの手口が、まず漁船の大量進出、国家権力によ

る対象島嶼の調査、島嶼の陸上からの管理支配、軍による基地の建設と軍の常駐、実効

支配の確立、と進んでいく形をとる。最近では、南シナ海の一部の海域を対象に新たな

市制を敷くなどして、行政施行権の確立などを進めている18。尖閣諸島に対しても、今ま

さにこれらのプロセスと同じことを進めている観を呈している。 

南シナ海における中国以外の沿岸国はこういう展開を懸念し、沿岸国が主な構成メン

バーたる東南アジア諸国連合（ASEAN）は、1990 年代に「南シナ海宣言」（92 年）や「南

シナ海の最近の情勢に関する外相声明」（95 年）を発出し、問題の平和的解決を中国に呼

びかけた。この結果、2002 年に、ASEAN 諸国と中国は「南シナ海関係諸国行動宣言」

に署名し、共同開発の動きなども出てきた。しかし、この頃国際的な協調姿勢を示した

中国も、最近は再び強硬姿勢に転じており、魚政によるパトロールの強化と暴力的行為

の発生（インドネシアの巡視船に砲の照準を合わせる、ヴェトナムの資源調査船の探査

ケーブルを切断するなど）が続いている。有望とみられるヴェトナム沖の大陸棚資源、

あるいは南シナ海全体に期待される資源開発に関して、あらためて中国が九破線内の支

配に強い意思を示し始めたと言ってよい。 
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近時での具体的領土紛争事例は、フィリピンとの間にあったスカボロー諸島である。

従来はフィリピンがその領有権を主張し支配し、フィリピン漁民の活動対象地域であっ

たが、中国漁船の侵入も多く、中国はこれを護る公船を繰り出し、2012 年、フィリピン

側艦船と睨み合いを続けた後、フィリピンが引き下がり、現在は事実上中国の支配する

島嶼となった。フィリピンはこれに対して、国際司法裁判所に訴えを起こしている。 

南シナ海についての中国の関心は、資源開発だけではない。中国の領土領海に対する

強い関心がもちろんその背景にあるが、さらに、中国はその安全保障上の理由から、こ

の南シナ海を完全に中国の支配下に置き、外国とくに米軍によるこの海域での軍事活動

を拒否することを考えている。国連海洋法条約の運用ないし適用について、中国は、領

海は当然としてもその外側の EEZ（及びその上空）において、沿岸国（中国）の許可な

くして非沿岸国（米国）の軍艦の活動・作戦・行動を認めない立場をとっている。米国

ではこれを、A2AD19作戦と呼んでいる。その意味でも、中国にとっては、南シナ海の九

破線内の領土及びそれに伴う EEZ の確保は、極めて重要となる。逆に言えば、非沿岸国

とくに米国にとっては、従来軍の活動が全く自由であった南シナ海で大きな制約を受け

ることとなり、米国海軍・空軍の世界的戦略・作戦に重大な支障が生じることになる。

米国は中国以外の沿岸国の要請も受け、南シナ海問題に関与することを決意し、南シナ

海に関して航行自由の確保と平和的解決を強く訴えている20。 

中国は、軍事的観点からのみ南シナ海を見ているわけではない。エネルギー、鉱物資

源の大輸入国になった中国としては、太平洋インド洋を通じたシーレーン防衛が重要な

課題となっている。中国は、マラッカ海峡もインド洋も結局は米国に支配されていると

みており、少なくともこの南シナ海は、東シナ海、黄海とともに完全に中国の支配下に

置いて、中国にとってのシーレーンの安全の確保を図ろうとしていると考えられる。こ

の問題は、以下のインド洋に関して、さらに述べる。 

 

（２）インド洋及びマラッカ・シンガポール海峡 

マラッカ・シンガポール海峡は、通過する船舶の多さと航路が狭隘であることから、

従来から航行安全の確保が重要な課題であった。これは、日本にとっても、タンカーな

どによるエネルギー資源の輸送ルートの確保、まさにシーレーンの安全確保そのもので

あった。前述のとおり、日本は、日本財団が中心となり、過去 40 年にわたり総額約 140

億円の対策費をつぎ込むなど、同海峡の事故防止、安全対策という観点から大きな関与

をしてきた。 

1990 年代前後からは、事故防止の問題とは別に、海賊事案が頻繁に発生するようにな

った。海賊事案は、同海峡に止まらず南シナ海あるいはアンダマン海、インド洋に広が

り、その対策、防止は海洋安全保障の重要な課題となっていった。1999 年、日本の貨物

船アロンドラ・レインボー号がマラッカ・シンガポール海峡で、海賊にハイジャックさ

れ、約 1 か月後に偽装された同船がインド洋でインド海軍に捕捉された事件が起こって
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いる。 

海賊問題について言えば、その後、インド洋の西方、アフリカの角のソマリア沖ある

いはアデン湾で身代金目当ての大胆なハイジャック事案が頻発し、2008 年の国連安全保

障理事会の決議を受けて、多くの国が海軍の艦船や哨戒機を同海域に派遣して、海賊行

為の防止ないし、海賊の撲滅のため活動を行ってきた。日本も 2009 年より、護衛艦 2 隻、

哨戒機 2 機を派遣し、当海域における民間船舶の護衛などを開始し、今日に至っている。

海賊対策のため軍艦を派遣している国は 20 か国程度に上り、派遣艦船も全体で 40 隻を

超える。このような国際協力による対海賊作戦の効果もあって、なかなか減らなかった

海賊行為、ハイジャック事案は、2012 年には急速に減少してきた。 

2001 年 9 月に発生した、アルカーイダによる米国テロ事件に対して、米国が開始した

対テロ作戦、対タリバン、対アフガニスタン戦争に国際社会も呼応し、インド洋を中心

にアフガニスタンに対する軍事作戦が展開された。日本もテロ特別措置法21を制定し、補

給艦と護衛艦 2 隻を派遣して、インド洋にて対テロ作戦を展開する米国他数か国の艦船

に対する給油活動を行った。インド洋における各国艦船の作戦展開は、海を利用するテ

ログループの武器輸送などの抑止にも効果を発揮した。 

海賊やテロの活動の場となったインド洋は、日本のみならずアジアや欧米において、

シーレーンの安全の確保があらためて注目される場となった。実はこれ以前においても、

インド洋に接するアラビア海のホルムズ海峡で、1980 年代におけるイラン・イラク戦争

において、タンカーを始め民間船舶がイラン及びイラクからの攻撃を受け、400 隻以上が

被弾を受ける事件が発生している。 

中国は、ちょうどこの頃から石油ガスなどエネルギー資源の輸入国に転じ、新世紀に

入ると中近東からインド洋、マラッカ・シンガポール海峡、南シナ海、東シナ海にわた

るシーレーンの安全確保に強い意欲を示しだした。マラッカ・シンガポール海峡が利用

できなくなることも考慮し、インド洋に面するパキスタンのグワダル港、ミャンマーの

シットウェイ港などいくつか港湾の近代化に資金投入して、これら港湾利用の権益を確

保し、海上輸送の拠点としてシーレーンの安全を確保する（秋元［2007: 24］）22ととも

に、両地点から陸上パイプラインで中国にエネルギー資源を輸送することを構想してい

る。中国はまた、ミャンマーを拠点としてインド洋に対し関与を強めている。これに対

して、インドは強い警戒心を示し、海軍力を増強するとともに、インド亜大陸およびア

ンダマン・ニコバル諸島において新たに海軍基地を開設するなどの対応を見せた。 

 

（３）北極海・北太平洋 

地球温暖化の影響で、北極海の氷の融解が進んでいる。いろいろな推測、見通しがあ

るが、それらを考慮すると、2030 年頃には夏場を中心に数か月間氷が消失し、2050 年頃

には 1 年を通して氷がなくなるだろう、と推測しうる。北極海を利用した海上輸送は、

その欧州と北東アジア間の運行が南回り（スエズ運河経由）でするのに比べ、距離、時
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間とも 40%程度短縮されるので、将来的にはこれが主流となるだろう。 

また、ピークを過ぎた北海油田に代わって、その北方の海域、バレンツ海その他北極

海で石油ガス資源の探鉱、開発が進められている。北極海に面した陸地における資源開

発も進んでおり、その輸送の中心が北極海を利用する海上輸送になることも想像される。 

冷戦時代、氷で閉ざされていた北極海は、海上交通を前提とした大国間ないし主要国

間の安全保障上の問題は基本的にはなかった23。北極海の海上航行は不可を前提としたマ

ッキンダーの説く地政学論は、現在、根底から条件が変わりつつあると考える。北極海

の海上交通が可能となり一般化するとなると、これは安全保障上大きな問題を投げかけ

る。特に、世界の大国、軍事大国たる米国とロシアが、北極海を挟んで海上を通じ直接

対峙するという姿となる。実際、ロシアは北極海ないし北極圏を対象とした特別な軍隊

組織を立ち上げ、戦力及び態勢の整備を行っており、米国はすでに 1990 年代から北極海

を睨んだ海軍戦略の在り方の検討に着手している。北極海は、冷戦下とは全く異なる形

で、安全保障上の大きな課題となっている。しかも、シーレーンの問題、資源開発の問

題、安全保障の問題、さらに言えば環境保全の問題が重層的に現れ、日本にとっても、

米国の同盟国という立場、及び地政学的視点から、今後は、この北極海ファクターを考

えていかなければならない。 

資源の開発、特に漁業、そして環境保全の観点からは、北太平洋についても、我々は

考慮を払わなければならない。特に日本は、その北方に位置するサハリンにおける海上

資源開発の問題、海上交通の増大、好漁場を巡る様々な問題に直面している。マラッカ・

シンガポール海峡を通航する船舶の 2 分の１、ないし 3 分の１が北極海周りとなって津

軽海峡や宗谷海峡、日本海を通航するかもしれないことを考えると、タンカーあり、LNG

輸送船ありで、この海域の安全の確保、環境保全は深刻な課題となるだろう。他方で、

日本によるグローバルな海運物流ネットワーク構築の機会となるかもしれない。 

 

３ 我が国の対応－新たな海洋戦略の展開－ 

以上の、海洋安全保障への作用と太平洋・インド洋における海洋安全保障の考察を踏ま

え、我が国としてどう対応し、いかなる海洋戦略を展開すべきなのかを考えてみたい。第

一に、海上交通の安全確保、テロ対策などへの対応として海上自衛力の遠方展開、第二に、

海洋の安全保障の特性として法秩序及び海洋ガバナンスの重視、第三に、海上自衛力の拡

充強化と実効ある運用の展開、第四に、国際的、国内的協力・提携の強化である。 

 

（１）海上自衛力の遠方展開 

伝統的なシーレーンの安全確保に関しては、日本国籍ないし日本企業の管理する船舶の

安全確保のためには、日本からの航路帯約 1000 海里を対象にしている現状（防衛省防衛研

究所［2012: 203］）24から脱却し、インド洋もアラビア海も対象にしなければならないだろ

う。ユーラシアブルーベルトには 4 本の大きなシーベルトがあるという。北インド洋、南



13 
 

インド洋、東アジア、オセアニア各シーレーンである（秋元［2007: 21］）。日本にとっては、

いずれも重要だが、特に北インド洋、東アジア各シーレーンは核心的に重要である。日本

はすでに、対テロ（アルカーイダ）作戦あるいは対海賊作戦において、遠方に艦船を派遣

してシーレーンの安全確保の活動など海上安全保障作戦を行っており、かかる海域での一

般的なシーレーン安全確保を他国に依頼する考えはとりえないと考える。 

また、陸上におけるテロへの対応についても、艦船による海上輸送力は常に重要であり、

また、大量破壊兵器の拡散防止でも、海上輸送の監視は必須である。かかる、テロがらみ

の安全保障活動として、日本は今後世界大での活動、国際協力活動や国民救出活動を、恒

常的かつ臨機応変に展開することが求められる。このための法整備が喫緊の課題である。 

 

（２）国際法秩序 

南シナ海問題をとりあげればよく分かることだが、海洋安全保障については、国際法や

国連海洋法に基づく法にかなった対応が特に重要であり、要すれば、海洋ガバナンス確保

のため新たな法秩序の導入も、日本として先導的に取り組むべきである。このことは、海

洋基本法の精神、基本原理に沿うのである25。領海もさることながら、接続水域、EEZ、大

陸棚に関しては、それぞれの海域の特性に関し、また、それらの境界画定に関しては、法

に基づく対応、議論、説得などにより、つまり武力の使用に至らぬ段階での外交上の作用

が、海洋安全保障の場合、特に重要になる。東シナ海、南シナ海において強制外交を進め

る中国に対しては、関係国との連携とともに、この法秩序を尊重した平和的解決の重要性

を、また、そのこと自体が中国にとっても有効な解決手段であることを、理解させなけれ

ばならない。 

同時に中国の軍事力強化への対応も、以下に示すように考えていかなければならないこ

とは、言うまでもない。 

 

（３）海上自衛力の増強 

中国の勃興、米国の相対的弱化を考えれば、抑止力を確保し、パワーバランスを維持す

るためには、海上自衛隊の装備の増強、体制の整備、効果的な作戦の展開、国際協力、他

のフォースとの協調などが重要である。 

装備に関しては、艦船の近代化と増強を進める必要がある。次期中期防衛力整備計画に

おいては、増強と近代化の目標を明示してほしい。日本を取り巻く海洋安全保障環境の変

化を踏まえ、空母についても、防衛力を高めるうえで必要ならば、導入ないしそれと同等

の効果をもたらす手段の研究、検討は進めるべきではないか。 

体制の整備に関しては、南西方面重視を実際に目に見える形で具体化するとともに、将

来における北極海利用の拡大にからむ安全保障問題をにらんだ対応を検討しておく必要が

ある。特に、洋上の安全保障を考えるならば、航空自衛隊の体制整備を合わせ検討しなけ

ればならない。米国では、いまだ観念的段階かもしれないが、エアシーバトル構想が論じ
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られている。これは、中国の A2AD 作戦に対抗するものと認識されているものである。 

実効定員の著しい抑制による定員割れで、艦船などの稼働率に支障をきたしている実態

を改善すべく、予算定員は実効でも 100%手当をするべきと考える。もちろんアウトソーシ

ングの拡大により、定員をより有効、効率的に使用することも重要である。 

日本の海上自衛力は、同盟国米国の海軍力と協力することによって大いなる力を発する。

逆に、米国も日本の海上自衛力に依存している部分も大きく、日米両国の海軍力はその統

合的運用、オペレーションが極めて重要である。このため、日米の統合訓練は、質的にも

量的にも拡充し、訓練形態、組み合わせ、訓練場所について、実効性や効果を十分考慮し

た、レベルの高いものを実施すべきである。 

オペレーションに関しては、もちろん情報収集、情報技術、情報分析、情報シェアー、

情報の発信といった面で、特に日本は相当の努力をしなければならない。同盟国米国は、

情報活動においては、世界屈指の大国である。受動的な状況から脱却して、相互作用が見

られる方向へ進む努力が必要である。とにかく情報分野のヒューマンリソースが不十分で

ある。 

 

（４）国内外における協力 

海洋安全保障の場の広がりと、起こっている事象、すなわち海賊、国際テロ、大量破壊

兵器の拡散、海洋資源を巡る争いを考慮すれば、米国以外の多くの国との提携、協力関係

の強化が重要である。特に、航行の自由、海洋利用の自由が危険にさらされている一方、

非民主国家の勃興などを考慮すれば、価値観を同じくする国で海洋大国に向かっているイ

ンドとの連携を強化すべきと考える。インドは、もとは大陸国家だったと思うが、現在は

海洋に目を向け、海軍力の増強、近代化を急速に進めている。「自由と繁栄の弧」（一方で

「不安定の弧」）のほぼ両端に位置する二つの海洋大国、日本とインドは、「限りなく同盟

関係に近い戦略的パートナーシップ」の関係を確立すべきであると考える。例えば、武器

輸出三原則を、米国、英国につづき、インドに対しても大幅緩和ないし適用除外とするこ

とを考えなければならない。 

国内での他のフォースとの協力については、航空自衛隊のみならず、海上保安庁との協

力、提携が重要となる。東シナ海のみならず南シナ海においても、中国により法執行機関

のフォースを使った強制外交が展開されている中、コーストガードと海上自衛隊の間で、

危機管理マニュアルを共有し、各種演習、訓練の実施が欠かせない。また、警察との協力

も考えておかなければならない。 

海洋安全保障に対する日本の立場を明確にするためにも、以上のようなことも含めた、

日本の海洋安全保障戦略を具体的に明らかにして、これを防衛大綱にはっきりと記述すべ

きと考える。それは、ソフトパワー的な政策効果でもある。 
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1 一般社団法人日本船主協会調べ。 

2 同上。 

3 正確には、12 海里以内で沿岸国が定めることになっている。わが国の場合、津軽海峡ほか国

際海峡の海域では、領海を 3 海里に設定している。接続水域、EEZ の境界についても、同様の

規定となっている。 

4 海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）（1982 年採択、1994 年発効）第 3 条、第 33

条、第 57 条、第 76 条。 

5 同条約第 74 条、第 83 条。 

6 同条約 56 条、58 条、第 77 条。 

7 同条約第 121 条。 

8 漁業には、海面漁業のほか近年比重を高めている養殖漁業がある。 

9 1958 年～1976 年。俗にタラ戦争（Cod War）と呼ぶ。 

10 尖閣諸島の問題に関しては、外務省のホームページ中、「尖閣諸島に関する Q&A」が詳しい

情報提供をしている。＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010.html＞参照。 

11 漁政は漁業取締り機関、海監は海洋権益保全機関。 

12 それぞれ、2012 年 12 月 14 日および 16 日に申請。 

13 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（1992 年法律第 74 号）第 1 条。 

14 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律（2007 年法律第 34 号）。 

15 国連海洋法条約第 74 条、第 83 条。 

16 馬英九総統による「東シナ海平和イニシャティブ」の提起。（2012 年 8 月）。 

17 中国はこれまで、九破線ないしその囲む海域について公式に、法的性格を表明してこなかっ

たが、ヴェトナムとマレーシアによる大陸棚限界延長に関する共同申請に対して、下記口上書を

国連に送り、そこで初めて公式に言及した。それによれば、領土主権主張の内容の是非はともか

く、一応国連海洋法条約の考えに沿った説明となっている。「中華人民共和国国連代表部から国

連事務総長に対する口上書」（2009 年 5 月）。 

18 2012 年 7 月、中国は西沙、中沙、南沙各諸島を管轄する三沙市を発足させた。 

19 Anti-Access /Area Denial、接近阻止・領域拒否。「中華人民共和国の軍事力 2009」（米国防

長官より議会への年次報告 2009 年 3 月）。 

20 クリントン米国務長官発言（アセアン地域フォーラム、2010 年 7 月）。 

21 平成 13 年 9 月 11 日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して

行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関

連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法（2001 年法律第 113 号）。 

22 インド洋からマラッカ・シンガポール海峡を通り、南シナ海にかけて、いくつかの拠点港を

確保するこの中国の戦略を、米国では、The Strings of Pearls「真珠の首飾り戦略」と名付けて

いる。 
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23 もちろん、冷戦時代の北極海でも、海上の上空では米ソの戦略爆撃機が、氷海の下では潜水

艦が作戦を展開し、両者が対峙していたが、これまでの地政学論で見る限り、異質の条件下にあ

った。 

24 海上交通の安全確保のための現在の作戦は、周辺数百海里の海域で行う場合と航路帯を設定

して行う場合があり、後者の作戦はおおむね 1000 海里の海域を設定するとしている。それ以遠

を否定しているわけではない、と当局は言うかもしれないが、それならそう明記してはどうか。 

25 海洋基本法（2007 年法律第 33 号）第 7 条。 
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