
はじめに 
 
 防衛戦略研究会議は 2001 年 5 月に報告書を刊行した。これに続き、本会議は 2001 年 7 月

から2003年3月までの2年にわたって日米同盟と日本の役割について議論した。この2年間、

グローバルな戦略環境には重大な変化が起こった。2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ事件（9･
11 事件）の勃発、引き続くテロリストの温床を一掃するためのアフガニスタンでの軍事作戦、

そして2002年後半に展開されたイラク戦争をめぐる外交戦、米国と仏ロ独の対立、「古い欧州」

と「新しい欧州」の分裂、イラクへの「先制攻撃＝プリエンプティブ・ストライク（preemptive 
strike）」と戦闘の短期終結などである。その後のイラク復興も国際社会にとって重い課題とな

っている。 
 一連の事態が明らかにしたのは、米国の一極体制とでも呼べる国際構造の現実である。米国

の一極体制の意味の濃淡は、論者によって様々だが、経済的にも軍事的にも、さらにはソフト

パワーにおいても米国が最強であることは議論の余地はない。特に軍事力においてそれは顕著

である。『ミリタリー･バランス 2002/2003』によると、2002 年における米国の国防費は 3,968
億ドルであり、日英仏独中露の主要国の国防費を合算してもこの額には及ばない。圧倒的な国

力を背景に、米国は安全保障問題を再定義する力を持っている。すなわち、米国は 9･11 事件

後、大量破壊兵器拡散とテロリズムの結びつきを深く恐れるようになり、これらを現在の米国

及び世界の直面する最大の安全保障問題として再定義したのであり、ロシアや中国などの諸国

もこのような再定義に乗じて、自国の利益を追求しようとした。この結果、従来のような形で

の国家間の抗争に根ざす安全保障問題は後景に退いた。 
 以上のような米国一極構造の戦略環境の中で、日本はどうすべきか。日本の安全保障にとっ

て最も重要なのが日米同盟であるが、米国が突出した状況で、一般的に同盟がどのような意味

を持つのかを検討しつつ、具体的に日米同盟のあり方を十分に考えておく必要がある。イラク

戦争の際に、日本政府は早くから米国支持を打ち出したが、それは正しかった。結果において

「勝ち馬に乗った」から正しかったというのではない。大量破壊兵器拡散とテロリズムの問題

に直面する現在の世界が抱えるリスクの大きさ、そして、このリスクに現実的に対処するには

米国の力が必要であるという事実に照らしてみたとき、米国を支持する必要があったからであ

る。 
 他方、この 2 年間、自衛隊に関する重要な立法措置がとられてきた。テロ対策特措法の成立

とこれに基づく自衛隊艦艇のインド洋への派遣、イラク復興支援法成立とイラクへの自衛隊の

派遣、これらの動きは我が国の防衛力の役割について大きな意味を持つ。さらに自衛隊本来の

役割に関して、いわゆる有事関連法（武力攻撃事態対処関連三法）が成立したが、残された立

法課題もある。また、防衛力の整備についてもいくつかの課題がある。例えば、ミサイル防衛
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について、調査・研究から次の段階に進むべき時期を迎えている。こういった一連の自衛隊に

関する動きとあわせて日米同盟の意味を考える必要がある。 
 本報告書は、過去 2 年間の会議での議論を踏まえつつ、イラク戦争の終わった時点から、今

後の日米同盟と我が国防衛力の役割についてまとめた。 
 
 
１ 米国一極の国際構造 
（１）一つの見取り図としての同心円構造 
 2001 年の 9･11 事件後、米国一極あるいは米国のヘゲモニーとでも言える国際構造がはっき

りしてきた。このような国際構造にあって、同盟と呼ばれる政治制度がどのような意味と役割

を持つのかが問われる。 
 ヘゲモニーを支える力には、経済力や軍事力といったハードな力の面と、自由、民主主義と

いった理念的な力の面の両方があり、これらが米国の力の基礎となっている。今日の国際構造

のイメージとして、最強国米国を中心とする同心円構造を考えてみる。ヘゲモン米国を中心に

同心円状に階層化して、外周に行くほど、米国と異なる政策を持つ国が置かれる。米国のパー

トナーとして秩序の形成・維持の役割を持つのは中心の円周にある国々であり、その外側にあ

る国家は安定化の対象となる国となる。 
 最も外周の国家（例えば中国やロシア）に対しては、米国は勢力均衡で対処する。米国のヘ

ゲモニーが価値なり規範に基づくものであることは確かである。米国のヘゲモニーは帝国的で

あって、帝国主義的ではない。 
 「帝国主義的」であれば、こちらから力づくで相手の中に入っていくのであるが、米国は相

手に請われて出て行くという形の「帝国的」な動きをとった（empire by invitation）。この同

心円構造が幕藩体制に類似したものか、中華システムに類似したものか議論はあるだろうが、

今日の国際構造を示す、一つの見取り図としては示唆的である。 
 この構造では同盟は従来のものとは異なった役割を果たす。勢力均衡における同盟は対立す

る勢力群との間でバランスを取る役割を担ってきたが、米国を中心とする同心円構造の場合、

同盟はバランスを維持するための便宜的な政治制度から、価値なり規範、さらには後述するリ

スクといったものを共有する政治制度へ変化する。同盟の目的は国際秩序形成･維持のためのも

のとなる。 
 同盟の中心にいる国（へゲモン）から見ると、同盟は同調者（フォロワー）である同盟国に

対する管理外交の手段となる。このような同盟の維持・拡大再生産のためには、へゲモンは同

盟の信頼性を維持する必要があり、そのためのコスト負担も大きくなり、へゲモンの政策は単

独主義と多角主義の間をたえず揺れ動くことになる。 
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 フォロワーも揺れを見せよう。同盟とは、その内部において同盟国間で利害や見解の一致や

相違が複雑に絡まりあう政治制度である。このような政治制度において、「巻き込まれ」「見捨

てられ」の問題が発生しつづけるが、これは同盟の永遠の課題である。 
 同心円構造になぞらえられる米国一極構造のもとでは、この「巻き込まれ」「見捨てられ」の

問題が、従来とは異なった形で現われる。ヘゲモンの視界とフォロワーの視界とは自ずと異な

る。ヘゲモンは、いわゆる国際安全保障の問題を自己の国家安全保障の問題と一致させ、地球

全体を視野に入れるのに対し、フォロワーにあっては関心を持つ地域が限られる。視界の相違

とは国益の地理的範囲の相違と言い換えてもいい。ところで、地球の一角で、例えば、アフガ

ニスタンなりイラクで米国が行動を起こそうとしたとき、特にその地域には関心が強くない場

合、どうすべきかがフォロワーにとって問題になる。 
 
（２）日本にとっての同心円構造 
 一方、日本を中心に考えた場合、まず日本があり、周辺地域がある。ここで言う「周辺地域」

とは地理的な意味であり、最も近い部分が朝鮮半島である。その次に近いのが中国、極東ロシ

ア、そして台湾海峡を含めた海上航路帯（シーレーン）となろう。さらにその外には周辺外地

域とでも呼ぶべき広がりがある。 
 周辺地域においても日米の視界の差はあり得るが、周辺外地域になるにつれて米国との視界

の違いが強く現われる。とはいえ、日米同盟の管理という観点から見た場合、最も視界の乖離

が大きい周辺外地域の場合が必ずしも困難な問題を惹起しやすいというわけではない。 
 視界の相違のほかに、視界調整の必要度を考慮に入れる必要があるからである。米国のヘゲ

モニーと日米同盟の関係を考える場合、周辺地域と周辺外地域において同盟に大きな齟齬が引

き起こされる要因として、日米両方の視界の相違と視界調整の必要度の掛け算が重要となる。 
 周辺外地域の問題の場合には、視界の相違が大きくなる場合が多いが、日本は国際社会の一

員として協力するという大義名分の下で行動すればよく、また、米国からも過大な要求はなさ

れず、日本はほどほどの貢献をすれば間に合った。したがって周辺外地域については、調整の

必要度は小さく、掛け算の結果は深刻なものにはならないで、結局は日米間で大きな齟齬は生

じずにすんだ。この意味において、一般論として言えば、日本にとって周辺外地域ではなく、

周辺地域での問題への対処のほうが最も難しくなる。 
 しかし、イラク戦争の場合、ことは単純ではなかった。イラク問題は日本にとって周辺外地

域の問題であり、国際安全保障の問題であったが、日本にとって困難な問題となった。理由と

して、第一に、米国にとり、この問題に賭けられているものが非常に大きかったことがある。

イラク問題に取り組む米国の決意は非常に固く、米国の行動を止めることは誰にもできないこ

とは、日本のみならず多くの国が知っていたことである。この固い決意を前に、ほどほどに貢
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献をすれば間に合うという定石は通用しなかった。 
 第二に、問題への取組み方法として、プリエンプション（preemption）という新規の方法を

採ろうとしたことがある。これは武力行使に関わる、今日までに築かれた国際法体系に収まり

きれないものであり、日本をはじめ、諸国はそれへの賛否の如何を問われる事態になった。こ

の問題は別の角度から見ると、従来、正当とされている問題解決法が現実の事態と乖離が生じ、

ヘゲモンである米国が現実に適合していると信じる解決法を取ろうとしたとき、同盟国はどう

するかという問題として整理できる。 
 第三に、国連安保理が分裂してしまったため、日本が常に用いていた定石が通用しなかった

ことが挙げられる。周辺外地域の問題は、日本にとって国家安全保障の問題ではなく、国際安

全保障の問題であり、国連加盟国の一員として行動すれば、日本は内外にわたって大きな摩擦

なく対処することができた。しかしイラク問題については、安保理の場で米英と仏ロの間で見

解の相違が生じ、この種の日本の対外行動で必要な安保理決議が得られなかった。このイラク

戦争の経験が投げかけたのは、新たな国際社会の現実において、従来の考え方や解決法が通用

しない安全保障問題が登場している中で、ヘゲモンである米国とどのような関係を持つべきか、

という問いである。そして、この関連で国連とは何なのか、有志連合とは何なのか、という問

いである。 
 
 
２ 国際社会の抱える新たなリスク 
（１）米国による安全保障問題の再定義 
 9･11 事件後、米国の安全保障認識は根本的に変わった。航空旅客機を使っての世界貿易セン

タービルや国防総省への攻撃は誰にとっても想像を越えたテロ攻撃であった。この事件以来、

米国は大量破壊兵器とテロリズムの結びつき、すなわち、テロリストが大量破壊兵器を使って

攻撃を行う可能性を深く懸念するようになった。それは 2002 年 1 月のブッシュ大統領の一般

教書演説に示されている。 
 大統領は演説で、大量破壊兵器を入手しようとし、テロリズムを支援する国家として北朝鮮、

イラン、イラクを名指しし、この 3 カ国及びこれらと結びついたテロリストは「悪の枢軸」で

あると非難した。2002 年 9 月に政権から議会に報告された『米国国家安全保障戦略』、引き続

き 12 月に発表された『大量破壊兵器と戦う国家戦略』でも、大量破壊兵器とテロリズムの結

びつきが、米国の直面する最大級の安全保障問題であるとの認識が示されている。 
 従来の安全保障問題は、国家間の競争・抗争に根ざすものであった。脅威は主として特定の

国に由来するものであり、その脅威に対抗するために、いかなる外交政策をとるべきか、どの

ような同盟を形成するのか、いかなる軍事戦略を持つべきか、といった問題が安全保障問題の
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中心にあった。しかしテロリストは領域性を備えていず、かえってそのことを強みとする存在

である。したがって従来の安全保障政策手段では対応できず、新たな安全保障政策の考え方が

必要になる。 
 国家間の競争･抗争がなくなったとは誰も明確に断言していないが、大量破壊兵器やテロリズ

ムといった新種の安全保障問題が中心的になっているのは確かである。実際、米国における安

全保障関係の言説の多くは新たな安全保障問題に焦点が当てられている。しかし実際には、こ

れらの問題が 9･11 事件後になって突如、現われたわけではない。1990 年代から「グローバリ

ゼーション」をキーワードとして、安全保障問題が論じられてきたのであり、大量破壊兵器拡

散は 90 年代初めから、国際テロリズムの問題に至っては 80 年代から、米国政府は取り組んで

きた。 
 9･11 事件をきっかけに大きく変化したのは、安全保障問題の内容よりも、むしろ米国の安全

保障認識である。米国政府関係者や専門家だけにとどまらず、一般の米国市民を含む、総体と

しての米国の認識が大きく変わったのである。 
 米国の認識の変化には深いものがあった。そして米国の圧倒的な国力を背景にして、このよ

うな米国の認識の変化が世界の現実を形作るようになった。それまで他の主要国（特にロシア

や中国）は米国の一極支配に対して牽制し対抗する姿勢を示していたが、9･11 事件以降、対米

接近を図る動きに出た。一つには、決意を固めた米国の動きは誰にも止めることはできないと

の判断があり、二つ目にはそれなら、米国の認識に乗じて、自国の利益を追求しようとの打算

があったと考えられる。 
 いずれにせよ、米国は安全保障問題の再定義を行ったのであり、他の諸国もおおむねそれを

受け入れた。 
 
（２）リスク思考によるアプローチ 
 大量破壊兵器拡散とテロリズムの結びつきを現代世界の直面する最大級の安全保障問題であ

ると再定義した場合、問題へのアプローチはリスク思考に基づくものとなる。この点に関して、

2002 年 8 月に発表された『米国防報告書』が極めて興味深い。 
 報告書は例年のものに比べて、目次構成に大きな変化があったことに特徴があり、見出しに

は「リスク」の語が多く散りばめられている。米国はリスク思考に基づく安全保障政策を採り

始めたものと考えられる。リスクはすぐれて確率的な概念である。具体的な事件が起こるまで、

いつ、どこで、いかにして、どのような規模で事件が起こるかが確率でしか表現できないよう

な危険をリスクという。 
 テロリズムの例で言えば、具体的に誰が犯行を行うかは不確実である。仮に犯行を行う者が

ある程度、特定できたとしても、いつ、どこで、いかなる手段で犯行を行うのかは不明である。
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現ブッシュ大統領は大統領候補だったときに次のように述べたが、この発言には正鵠を射るも

のが含まれている。 
 「私が成長した時、世界は危険なところで、誰が敵か分かっていた。『我々対彼ら』があり、

『彼ら』は誰なのか、はっきりしていた。今では『彼ら』とは誰のことか、分からない。しか

し、『彼ら』がそこにいることははっきりしている。」 
 この発言は現代の世界がリスクの遍在する世界であることを示すものであり、特に大量破壊

兵器拡散とテロリズムの結びつきがもたらすリスクは、その結果の重大性を考えると、現代世

界が抱えるには大きすぎるリスクであると言えよう。先の発言にあった『彼ら』が誰であるか

分からない以上、あらかじめ特定した脅威（仮想敵）に対抗する、従来のような安全保障手段

に訴えることは困難である。冷戦期において発達した抑止概念も、領域性のない相手に効果を

持つことは疑わしい。 
 プリエンプション（プリエンプティブ・ストライク）の考え方が登場し、イラク戦争の前に

大きな論議を呼んだのは、この文脈でだった。イラク戦争におけるプリエンプションをめぐる

議論の経緯は、現在の国際秩序の根本にふれる問題を浮き彫りにした。留意したいのは、プリ

エンプションに含まれる論理構造は、他の政策分野でも既に見られていることである。 
 その典型例が環境問題や食品安全問題である。環境問題などの政策分野では、不作為、すな

わち放置すると重大な帰結をもたらす可能性がある場合、決定的な科学的証拠がなくとも規制

措置をとりうるとする予防原則（precautionary principle）が厳しい論議の積み重ねの中で採

用されるようになった。この予防原則の考えは、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）及びこ

れに基づいて決定された環境基本計画（平成 6 年 12 月 16 日閣議決定）に盛り込まれ、我が国

においても採用されるに至っている1。 
 この原則が国際的に広く認知されるようになったのは、1992 年 6 月のリオデジャネイロで

の地球環境サミットでのリオ宣言の採択である。この宣言で合計27個の原則が掲げられたが、

そのうちの第 15 原則に予防原則が謳われている。すなわち放置すると取り返しのつかない重

大な問題になりかねない場合、完全な科学的証拠がないからといって、そのことを理由として

環境悪化を防止するための対策を延期してはならないことが原則として掲げられたのである。 

                                                         
1 平成 6 年 12 月に閣議決定された環境基本計画においては、「基本的な方向」として、「重大な、あるい

は取り返しのつかない破壊のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって環境悪化

を予防するための費用対効果の高い手段をとることを延期する理由とすべきではないという考え方に基

づいて施策を進める」ことが定められた。さらに平成 12 年 12 月 22 日に閣議決定された第二次基本計画

においても、「環境政策の指針となる四つの考え方」の一つとして「予防的な方策」が位置付けられ、環

境問題のうち、「長期間にわたる極めて深刻な影響あるいは不可逆的な影響をもたらすおそれが指摘され

ている問題」については、「完全な科学的証拠が欠如していることを対策を延期する理由とはせず、科学

的知見の充実に努めながら、必要に応じ、予防的な方策を講じ」ることが定められている。 
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 予防原則とプリエンプションは、放置すると重大な帰結を招きかねない問題においては、決

定的な証拠なくしても事前に措置をとりうるとする論理構造において同じであり、環境問題や

食品安全問題などで起こった予防原則の動きが、安全保障政策分野にまで及んだと見ることが

できるだろう。他の政策分野で予防原則の考え方が採用されたから、プリエンプションがその

まま正当化されると言いたいのではない。なるほど国際テロリストに大量破壊兵器が使われた

場合の想像を絶する被害の大きさ、そしてリスク遍在の世界情勢を考えれば、プリエンプショ

ンの必要性は理解できる。プリエンプションは現在の国際社会の現実が要請する社会的機能だ

といっても過言ではない。 
 けれども、そのような社会的機能が求められていると理解ができるとしても、それがそのま

ま正当化されることにはならない。なぜなら、ことは武力行使に関わる問題であり、安全保障

問題を他の政策分野の問題と同列に置くことはできないからである。 
 およそ人類は、大きな惨禍をもたらした第一次世界大戦の反省の上にたって、戦争違法化を

図り、武力行使を抑制する努力を営々と積み重ねてきた。国際連盟規約、1928 年のパリ不戦条

約、国際連合憲章制定の努力の中から、現在は正当な武力行使として国連の集団的措置として

の武力行使と自衛権に基づく武力行使の二つだけしか認められていない。そこにプリエンプシ

ョンの考え方が登場したのである。その必要性は理解できるけれども、武力行使抑制の努力が

払われてきた今日までの歴史の流れの中に置いて見たとき、プリエンプションの実践にはよほ

ど慎重でなければならない。 
 特定の国によってプリエンプションが濫用されれば、18 世紀の予防攻撃と大差がなくなって

しまうことからも、それは明らかであろう。この点において国連は重要な役割を果たす。少な

くとも国連の中心的機関である安全保障理事会（安保理）での審議を経て、その一致した意見

のもとで認められたプリエンプションであれば、国連の集団的措置としてのプリエンプション

として位置付けることができ、国際公共益を踏まえたものと考えられるが、イラク戦争ではそ

うはならなかった。 
  
（３）本来のあるべき国連像 
 イラク戦争ではっきりしたことの一つは、国連が “It” ではなく、”They” であったとい

うあたりまえの事実である。通常、武力行使に関わるような重大な争点について、安保理、と

くに常任理事国すべての見解が一致するのは稀であると心得たほうがいい。1991 年の湾岸戦争

は極めて稀な例であり、第二次世界大戦後、武力行使を行うにあたって国連の許可をとったケ

ースはほとんどない。 
 例えば、ベトナム戦争において米国は国連の許可をとっていない。世界各地で多くの「民族

解放戦争」が起こったが、その戦争がおこるたびに国連の許可をとったという事実もない。そ
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れではどのように関係国が説明を行ったかというと、ベトナム戦争の場合は、国連の問題では

なくジュネーブ協定の問題であると説明がなされ、「民族解放戦争」の場合は、国連憲章におい

て基本原則として自決権が掲げられているのであるから、それに基づく行動であるというよう

に様々な説明がなされた。 
 イラク戦争開戦前の経緯によって国連の権威は傷ついたが、それは一時的なものであり、あ

まり悲観的に考えなくても良いだろう。世界各国はそれでも国連体制を存続させる必要がある

と認めるはずであり－なぜなら、国連に代わる世界機構は存在しない－、そうであるなら、過

去と同様に何らかの理由をつけて国連を正当化することになる。 
 「イラクに対する一連の安保理決議が誠実に履行されなかったから、これを履行させるため

の米英などの志ある諸国の軍事行動だった」という説明で加盟国が納得すれば、国連体制は存

続し得る。そのような説明で納得できないというのであれば、世界各国は国連を見捨てるしか

なくなる。このように考えると、少し時間はかかるにしても、イラク戦争について何らかの正

当化が図られ、国連体制は存続すると考えて間違いではないだろう。 
 他方、国連体制が存続するにしても、今回の事件を経たあとでは国連に対する見方は変わる

だろう。特に戦後一貫して国連への思い入れの深かった日本人の見方は大きく変わる。それは

先に述べたように、国連は元  々“They” であったのだという、本来のあるべき国連像に落ち

着くということである。そのような認識の転回の上にたって、国連の権威の再興を図ることが

重要な課題となる。 
 
 
３ 有志連合の登場 
（１） 社会的機能の充足と米国の役割 
 冷戦終結後以降、いわゆる「破綻国家」や「ならず者国家」の問題、これに関連して人道的

介入の問題が起こり、コソボ介入の是非をめぐって国際的な大議論が交わされた。9･11 事件後

は大量破壊兵器拡散とテロリズムの問題が世界の直面する大きな問題となり、イラク戦争では

プリエンプションの是非につき、米英と仏ロ独の間で見解の一致が見られなかった。 
 一連の経緯が示すように、新しい問題に対して、従来の問題解決の枠組なり考え方ではもは

や対応できなくなり、国際社会において見解の不一致が起こりやすくなる。例えば、テロリズ

ムはそもそも安全保障問題かという根源的な問題があるが、テロリズムの実行者がたとえ、国

家でなくても、その行為が意図的で大規模な破壊手段を使用しているのであれば、安全保障問

題と考えるのが適当だろう。 
 テロリズムを支援する国家がある場合には、それは意図に基づく脅威となり、被害国がこれ

に対する自衛権の発動を行うことは十分に理解できよう。一方、国際関係と国内犯罪との区別
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をきちんと図らずに対処すると混乱の種となるので、軍事力と警察力の関係を整理する課題が

出てくる。 
 テロリストの国際法上の扱いも未整理のままである。伝統的な戦時国際法の下で記述できな

いテロリズムやゲリラのような現象は第二次世界大戦中から既に現われていたのであり、これ

は「非通常戦争」と呼ばれることがあるが、冷戦期には主流となった。すなわち、第二次世界

大戦の末期に策定された国連体制の枠組ではカバーできない状況がずっと続いていたのである。 
 第二次世界大戦末期に整理・策定された自衛権の規定は国家から国家に対する攻撃を念頭に

置いていた。現実には、第二次世界大戦が終わったと言っても、当時の主要先進国間の正規軍

レベルでの戦争終結であり、植民地などの周辺では非正規兵レベルの戦闘が続いた。伝統的な

戦時国際法においては、非正規兵レベルの戦闘は非合法化され、その実行者には捕虜の待遇が

与えられなかった。しかし、このような戦闘は「民族解放戦争」であるとの説明を国連が受け

入れることにより、国際人道法においてその実行者にもある程度の捕虜の待遇を与えるという

ことになった。9･11 事件後、冷戦期とは異なった形で、しかも大規模なテロリズムの問題が現

われたが、この実行者をどのように扱うのかという問題は未決のままである。 
 いずれにせよ、既に見たように、重大な問題について世界の主要国の見解がすべて一致する

ことが稀であるのは事実であり、そのように認識することは重要なことであるが、それだけで

は問題は終わらない。現実に問題が発生し、その対応なり解決が強く求められたとき、そして、

その問題が全く新しいタイプの問題である故に、関係者の間で見解の一致が見られなかったと

き、だからと言って無為のまま何もしなくてもよいというわけにはいかない。 
 国際社会の見解の一致─より具体的には、安保理メンバー国の見解の一致─が見られなくて

も、誰かが求められている社会的機能を充足する必要がある。その中心的な担い手として米国

が期待されていることは、明示的にせよ、黙示的にせよ、世界の多くの国が認めている。新し

い安全保障上の問題だけでなく、パレスチナ和平問題やインド･パキスタン問題などの多くの問

題においても、各国は米国を頼りにし、しかも米国不在では解決できないことを知っている。

したがって、へゲモンである米国の国力が圧倒的であり、国際社会が求めている社会的機能を

充足しうる立場にあることを認めつつ、米国が多国間の枠組の中で行動するように働きかけて

いくことが大切になる。 
 
（２）有志連合 
 国際社会は国内社会と異なり、中央権力不在という意味でのアナーキーを本質としており、

「不義」があった場合、これを正す者はア・プリオリには存在しない。その場合、「天に代わり

て不義を討つ」ということにならざるを得ない。すなわち、「不義」を正す意欲と能力を持つ者

がいれば、その者に委ねるというやり方が考えられ、かつ、それ以外のやり方は考えられない。 
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 現行の国連安保理の五常任理事国は、そのような「天に代わりて不義を討つ」ための第一人

者として期待された国である。それは第二次世界大戦終結までの歴史的経緯と当時の国力に照

らして、大戦末期にそのように措定されたのである。つまるところ、常任理事国五カ国を中心

とする国連体制とは、「天に代わりて不義を討つ」ための一つの仕掛けであった。 
 しかしイラク戦争でも明らかになったように、重大な問題においてこれら五常任理事国の見

解は一致しなかった。問題はその場合にあって、どうするかであるが、アナーキーな国際社会

において意欲と能力のある国に問題への対応を委ねるしかないとすれば、米国がリーダーとな

って形成された有志連合には一定の意味のあったものと見るのが適当であろう。  
 有志連合については別の角度から見ることができる。冷戦期までのような特定の仮想敵から

の脅威が問題であった世界と異なり、現在のような危険の多いリスク遍在の世界においては、

同盟は脅威があるから形成されるのではなく、リスクの共有が重要なポイントになる。現実に

は何をリスクとして認識し(リスク認識)、どのようにリスクを分配するか（リスク分配）の考

え方は、国ごとに異なり、リスクを完全に共有することは難しい。また、このようなリスク認

識やリスク分配のあり方に関するリスク･コミュニケーションも、BSE（狂牛病）の経験から

明らかになったように一国内ですら難しいのに、国家間では順調に運ぶとは限らない。 
 リスクを共有すれば、真の友人、言い換えると真の同盟国となり、有志連合に参加しうる。

重ねてイラク戦争の例を挙げれば、米英両国はあらゆる面でリスクの共有を図ることができた。

大量破壊兵器拡散とテロリズムの結びつきが現代の国際社会が抱える最大のリスクであるとい

う認識にとどまらず、具体的にサダム・フセイン政権の存在が、国際社会が抱えるには大きす

ぎるリスク要因であると認識した点において一致し、さらにこのリスク除去のための方法論に

おいても一致した。軍事力を行使して前例のないプリエンプションを敢行し、必要ならイラク

の「体制転覆（レジーム・チェンジ）」を図るとしたのである。 
 米英両国はそのような方法論に伴う様々なリスク（プリエンプション敢行に伴う政治的リス

ク、戦闘に伴って自国軍から戦死者を出すリスクなど）をも共有しあった。豪州、ポーランド、

スペインなども何がしかのリスクを共有し、日本政府も軍事的なリスクこそ共有しなかったに

しても、率先して米国支持を打ち出すことに伴う内外の政治的なリスクを引き受けたのである。 
 米国はリスクを完全に共有しえない諸国を見捨てることはせず、一部の論者によって言われ

ている「資産同盟（アセット・アライアンス）」として基地等の資産を利用した。条約に基づく

同盟は、リスク共有のいかんに応じて、有志連合とアセット・アライアンスに分化していった。

言い換えると、従来の条約に基づく同盟国は、価値の共有だけでは真の同盟国とはなりえず、

リスク共有を軸に同盟の分化が起こると考えられる。 
 一方、米国と同盟条約を結んでいない国々の中からも、争点に応じてリスクを共有して行動

する国も出てくる。この意味において、米国は今後、争点ごとにリスク共有の意欲も能力もあ
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る国を結集して、有志連合を作り上げ、問題に取り組もうとすることが考えられる。 
 その場合、イラク戦争の際の NATO 諸国とアジア太平洋諸国の対照的な動きから浮かび上が

るように、多国間同盟よりはバイラテラルな同盟のほうが米国としては使い勝手が良くなる。

いずれにせよ、今後は価値もリスクも共有し得る国が、米国を中心とする同心円の構図におい

て、より中心に近い場を占めて特別の責任を負う地位に立つようになることが十分に予想され

るのである。 
 
 
４ 日本の防衛力と日米同盟 
（１）防衛力の役割の拡大 
 防衛力について、現在、我が国が問われているのは、防衛力を我が国の平和と独立を守るた

めのみならず、国際安全保障のためにどのように使っていくのか、国家としての見識のありよ

うである。そして、そのような見識があるとして、それを裏打ちするだけの防衛力運用のため

の体制なり態勢ができているかである2。日米同盟は、このような文脈で検討する必要がある。 
 この 10 年の間、防衛力の役割は横の広がりにおいても、縦の深まりにおいても拡充してき

た。先に論じた日本、周辺地域、周辺外地域の同心円に即して、日本の防衛力運用やそのため

の法的枠組整備を見ると、そこに一大特徴が見られる。すなわち、周辺外地域から現実的な防

衛力の運用や法的枠組整備が進められてきたことである。 
 周辺外地域での活動の典型は国連平和維持活動（PKO）であるが、これは 1992 年のカンボ

ジア国際平和協力業務から始まり、これまで、モザンビーク国際平和協力業務、ゴラン高原国

連平和協力業務、東チモール国際平和協力業務の実績を積み重ねてきた。 
 そのための立法措置として、1992 年に国際平和協力法が成立し、国連平和維持活動、人道的

な国際救援活動という限られた分野ではあるが、国際安全保障のために防衛力を使うための法

的枠組が整備された。引き続き、2001 年 10 月にはテロ対策特措法が成立し、海上自衛隊艦艇

をインド洋に派遣し、米海軍艦艇などに対する洋上補給などの協力支援活動を行ってきた。そ

して本年、イラク復興支援法により、治安維持などにあたる米軍など各国軍隊を後方支援する

ために、近く自衛隊をイラクに派遣する見通しである。 
 横の広がりだけでない。縦の深まりも見られた。PKO については、2001 年 12 月にはかね

てからの課題であった PKF 本体業務の凍結解除がなされた。この凍結解除とあわせて、武器

を使用して防護できる対象の拡大も図られた。 

                                                         
2 体制とは政策実施のために必要な法的枠組のセット、態勢とはその政策実施のために実際に必要な手段

のセット（防衛力について言えば、実際に運用し得る装備、人員、組織のセット）を言う。 
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 テロ対策特措法に基づく自衛隊の協力支援活動は、戦闘行為が行われていない洋上での補給

活動であったが、アフガニスタンでタリバーンに対して現に軍事作戦を展開している米軍など

に対する支援であり、紛争当事者間で停戦が成り立っている所に派遣される PKO 活動とは質

の異なる活動となった。この活動は安保理決議（決議 1368 号）を拠り所として、日本国憲法

が禁止する「武力による威嚇又は武力の行使」に当たるものであってはならないという考えの

下で実施された。 
 イラクでの活動は安保理決議 1483 号を拠り所にしているが、これは対イラク経済制裁解除

の決議であり、そもそもイラク戦争が安保理としての意思がまとまらないなかで遂行されたこ

とからすると、イラク派遣は有志連合としての活動であると言っても過言ではない。紛争当事

国の受入れ合意や停戦合意を条件としない派遣であること、大規模な戦闘こそ終結したものの、

治安が完全に回復していない所に陸上自衛隊を派遣するというのも、従来の PKO 活動とは異

なる性格のものである。 
 周辺地域での活動とは、1999 年に成立した周辺事態安全確保法に基づく米軍に対する後方地

域支援を意味する。（日米防衛協力のためのガイドラインは必ずしも周辺事態だけに限定され

ないが、実際にはそれと最も強い関連があると見てよい。） 
 日本防衛については漸く本年 6 月になって、武力攻撃事態対処法が成立し、事態対処の基本

的な理念や対処手続きが定められるとともに、国民保護法制、国際人道法の的確な実施を確保

するための法制整備、対米支援のための法制など、今後の法制整備の課題が示され、日本防衛

のための法的枠組作りが本格化した。 
 以上、10 年間の防衛力の役割に関する動向を一瞥したが、まず周辺外地域における活動から

法的基盤整備が行われ、現実の防衛力運用においても先行し、それから周辺地域での活動、そ

して、同心円の最も中核である日本防衛に関する活動という順に法的基盤整備が進められてき

た。そのことは、それだけ現在の国際社会において周辺外地域での活動の要請が非常に強かっ

たことをよく示すものである。 
 拉致問題を起こし、核開発を進めつつある北朝鮮の問題を抱える我が国にとって周辺事態対

応や日本防衛は最重要の課題である。けれども、その一方、現在の世界がグローバルな規模で

リスクが遍在している世界となっている以上、国際安全保障問題への取組みの必要性が強まり、

我が国の防衛力は東チモールやインド洋、そしてイラクといった遠い地へ派遣され、現実に運

用されたのである。そのことは日米同盟にとって大きな意味がある。 
 
（３）国益と日米同盟 
 かつて日米安全保障条約に基づく日米関係は、日本からの基地の提供の見返りに、米国から

人の提供による日本防衛のコミットメントが与えられたといった形での相互主義、いわゆる「物
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と人との協力」の関係にあった。しかし、現在の日本は自国の安全保障のみならず、日本周辺

地域の平和と安全、さらには周辺外地域での国際安全保障にまで強い関心を持つようになり、

米国の関心と重なるところが増えてきている。 
 日米関係は日米安全保障条約に基づく条約関係だけにはとどまらない。それは国際安全保障

的な関心に根ざす日米同盟へと質的に変化を遂げて、今や、「物と人との協力」を超えた日米関

係が発展しつつあると見るべきである。「物と人との協力」の関係のままであれば、日本は米国

にとってアセット･アライアンスにとどまっていたはずであるが、アフガニスタンでの軍事作戦

やイラク戦争ではそうはならなかった。直接的な戦闘行動にこそ日本は参加しなかったが、「武

力による威嚇や武力行使」に当たらない範囲で後方支援なり協力支援を実施し、さらにイラク

戦争においては、日本自身の主体的な決断に基づき米国と政治的・外交的なリスクとコストを

共有したのである。 
 戦後直後の日本は自分のことに精一杯であり、小国主義的な動きをとる以外にほかの道はな

く、国際社会もそれを容認したし、そうであることを望んだ。当時の通念では、日本こそがド

イツと並んで、潜在的な「悪の枢軸」であり、したがって、それが国際的な主体としては消極

的であればあるほど望ましいとされたのである。今日の日本は、経済力という国力指標一つと

っても、米国に次ぐ世界第 2 位の規模をもつようになり、それ相応の大国であることは間違い

なく、国力に見合った関心を全世界に持ち、安定した国際秩序の形成･維持が日本の国益となっ

ている。 
 将来の我が国の国益を考えるにあたって、ほぼ間違いない傾向として日本内外の人口動態を

見ておくのが有益な手がかりを与えてくれる。日本の人口は今後、減少していくとともに急速

に高齢化が進む。現在、総人口は 1 億 2,744 万人（2002 年 10 月）であるが、2006 年にピー

クを迎えた後、減少に転じる。国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、2025
年には 1 億 2,000 万人前後、2050 年には 1 億人前後になる。その先については推計の幅が大

きくなるが、2100 年には最も推計値の低い数字（低位推計）で 5,000 万人、中間の推計値（中

位推計）で 6,700 万人にまで減少すると言われている。明治維新を迎えた頃の人口が約 3,400
万人、第二次世界大戦敗戦時の人口が 7,200 万人であったこと考えると、2100 年を迎える以前

の段階で日本の総人口は第二次世界大戦時の人口に戻ることになる。 
 それだけではない。周知のように日本の高齢化は世界に例を見ない速さで進展する。65 歳以

上の老年人口の総人口に占める割合は 2002 年段階で 18.4％であったのが、2050 年には 35.7％
に達するものと見込まれている。しかも、2020 年には高齢者のうち、75 歳以上の後期高齢者

数が、65 歳から 74 歳の前期高齢者数を上回ることが見込まれている。こういった動きに見合

って生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）の数は 2002 年の 8,600 万人が 2020 年の約 7,400
万人を経て、2050 年には 5,400 万人前後へと、約三分の二にまで減少すると見積もられている。 
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 一方、国際的に見ると、2100 年までの超長期で見れば、中国、インドのような発展途上の人

口大国でも人口減少と高齢化が進むことは間違いないと見られているが、そこに至るまでの過

渡期が問題になる。発展途上地域の中で、特に中東の動向には目を離すことができず、そこで

は急速な人口増加とともに、青少年層の人口比率の高さが注目される。 
 国連統計（中位推計）によると、例えば、イラクの総人口は 2000 年に 2,300 万人であった

のが、2025 年には約 4,100 万人、2050 年には約 5,500 万に増加すると見込まれている。サウ

ジアラビアも急速に人口が増え、2000 年時点で 2,100 万人であったのが、2050 年には 5,400
万人と 2 倍以上に増加することが予測されている。この人口増大よりも深刻なのが、小･青年

層の人口比率の高さである。国連統計が捕捉している 15 歳未満の幼･少年層の人口比率は、

2000 年のイラクにおいて 44％、サウジアラビアでは 40％の高さを示している。 
 18 歳未満の人口比率については、イラクでは現在、優に総人口の過半数を占めるといわれる。

ここで挙げたイラクやサウジアラビアは端的な例であるが、中東全域において同様の事態が見

られている。このような事態が戦略的ないし地政学的にどのような意味を持つのか、米国でも

現在、様々な議論がなされているが、青少年層の人口の異様なふくらみの大きさが過激なイス

ラム原理主義の温床になっているとの議論もある。 
 いずれにせよ、このような先進地域と中東をはじめとする発展途上地域との人口構造の較差

が、国際秩序における不安定さの源泉となることは十分に考えられ、それは日本の国際的地位

や安全保障にも大きな影響を与えるだろう。 
 急速な高齢化を伴う人口減少に直面する日本は、国際社会において相対的な力の低下が避け

られず、いわば国家として熟年を迎える身支度を行うことが求められている。国内政策の分野

では、例えば最近の『平成 15 年版国土交通白書』が人口減少、少子高齢化に焦点を当てて、

今後の国土交通行政のあり方について問題提起を行ったが、社会保障分野以外の政策分野でも

検討が行われている。対外関係や安全保障分野においても同様の観点から検討を行うべきだろ

う。 
 ここで少なくとも言えることは、世界的な人口構造の大きな較差が不安定さをもたらすこと

が懸念されるなか、日本としては、避けられない相対的な力の低下を受け入れつつ、国際社会

で名誉ある地位を維持し、安定した国際秩序の形成･維持を図ることが大事な課題になることで

ある。そして、そのためには日米同盟の強化が死活的に重要となる。 
 これまでの PKO 派遣、テロ対策特措法やイラク戦後復興支援法による周辺外地域への自衛

隊の派遣は、安定した国際秩序の形成･維持を図りたいとする日本の国益の要請に応えるための

ものである。しかし現在の国際社会の抱える大きなリスクを軽減し、グローバルな規模で安定

した国際秩序の形成を図るためには、米国を抜きにして考えることはできず、であるならば、

日本は多国間協調を重視して国際社会の総意を汲みつつ、積極的に米国を支援すべきものとな
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る。それは、決して米国に盲従するという意味の対米協力ではない。日本自身の国益に根ざす

対米協力である。 
 「日米同盟強化が我が国最高の国益の一つである」と言っても、もはや日本国内で奇異な印

象を与えることはないだろう。国民多数は、日本が熟年期を迎え、国力の低下が避けられない

ことを感じ始め、国益を実現するためには世界強国である米国の力を賢明に利用して、国際秩

序を維持する必要があることを知っている。 
 
 
５ 日本の課題 
 本防衛戦略研究会議は平成 13 年に報告書を公刊したが、そこでの提言内容には、既に実現

したもの、また有事法制整備のように実現の見通しの立ったものもあるし、依然として課題の

ままにとどまっているものもある。多国籍軍後方支援法の制定、RMA を見込んだ態勢の整備、

集団的自衛権をめぐる憲法解釈問題の解決などは今後の課題のままにとどまっている。前回の

報告書の刊行以降、9･11 事件が発生し、これを機に米国の安全保障認識が大きく転回し、2 年

前とは安全保障環境は大きく変わった。しかし、だからといって、これらの課題が無意味にな

ったということはなく、かえって一層の重要性を帯びている。 
 ここでは、この 2 年間の変化を念頭に入れ、これまでの議論を踏まえて、当面の日本の課題

を示す。 
 
（１）国連の再興と国連政策 
イラク問題で国連安保理内の主要国の見解が一致しなかったため、安保理決議なしで開戦と

なった経緯は、国連認識の転換を迫るきっかけになった。その認識の転換が、国連は単数形の 
“It” ではなく、複数形の “They” であったこと、安保理五常任理事国と言っても、第二

次世界大戦末期の現実を受けて制度化された有志連合であったこと、こういった国連本来の姿

に対する認識を新たにする機会になるのであれば、それ自体悪いことではない。一方、戦後日

本国民の国連への思い入れには深いものがあったが、その反動として、国連はもはや無用とす

る認識になるのならば、それは行き過ぎた誤りである。 
 アナーキーを本質とする国際社会において、その総意を取りまとめる場は必要であり、その

ようなものとして国連に代わる世界機構は存在しないからである。したがって、日本は国連の

権威を再興する努力を払うべきであり、そのために国連改革を進めるべきである。また、日本

国民の国連に寄せる思い入れの深さが是正された場合、日本の国家戦略のなかで国連を位置付

け、それを戦略的に利用するという発想が要る。 
 よく「日米同盟か国連か」といった二者択一の発想が見られる。このような発想は戦後講和
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時にあった全面講和か片面講和かの論争にまで遡る起源を持つと考えられるが、間違った二者

択一の立て方である。国連の場で決めた目標を、日米同盟協力を通じて日本側の貢献の効果を

高めて、その目標達成に寄与したり、逆に、日米協力の実を上げるために国連を利用するとい

う戦略的発想があってしかるべきなのである。イラク戦争で国際社会における国連の権威が一

度、低下したことは事実であるが、国連に代わる世界機構がない以上、遅かれ早かれ、世界各

国は国連の再興を求めるであろうし、日本も積極的に国連再興のために動くべきである。その

一方、国連改革は加盟諸国の利害が複雑に絡むため、国連自らによる国連改革は困難であるこ

とが予想される。その場合、国連の外で国連の機能を補完するシステム構築の追求をも視野に

入れるべきであろう。 
 
（２）日米情報協力の強化 

1996 年の日米安保共同宣言以来、日米ガイドライン、周辺事態安全確保法の成立や対テロ戦

争の協力など、日米協力は大きな進展を遂げたと言えるが、この共同宣言において規定された

日米間の緊密な協議につき、さらなる進展を図るべきである。すなわち、同宣言において、第

一に国際情勢、特にアジア太平洋地域に関する情報交換、第二に国際的な安全保障情勢の変化

に応じた日米間の防衛政策協議、第三に在日米軍の兵力構成や基地の再編を含む軍事態勢につ

いての協議を緊密に行うことが謳われたが、それを強化すべきである。 
 これらはひとまとめにして戦略協議と呼ぶことができるが、実はこれが弱かったことは否め

ない。当面は、特に情報協力の強化を図るべきである。安全保障上のリスクが問題になってい

る現在、同盟国間でリスク共有を図るためには、コミュニケーションが一層大事になっている

が、そのためには情報協力を深めることが必要となる。 
 2003 年 5 月のクロフォードでの日米首脳会談の際、小泉首相は米情報当局によるブッシュ

大統領への定例の情報報告に同席した。このような情報報告に海外の首脳が同席するのは、英

国首相など緊密な同盟国に限られていると言われている。小泉首相同席のエピソードは、その

席での情報報告の内容に意味があったというよりは、日本が緊密な同盟国として遇されるよう

になったことを示す象徴的な意味あいを持つ事件であるが、これを機に今後、日本は対米情報

協力を強化すべきである。 
 
（３）情報能力の強化 
 日米情報協力の前提として、日本自身の情報能力を強化する必要がある。本年 3 月に情報収

集衛星 2 基が極軌道に投入されたが、9 月にもさらに 2 基が打ち上げられ、我が国は合計 4 基

の衛星を運用する態勢に入る。衛星運用の元締めである内閣衛星情報センターと首相官邸や防

衛庁などを直接結ぶ通信網を整備し、防衛庁情報本部の職員数を現在の 120 名から約 160 名に
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増員する予定になっている。これは日本独自の情報収集能力の向上をもたらし、日米情報協力

の基盤強化になる。 
 今後の課題はハード面ではなく、ソフト面にある。収集した光学画像や電波情報を分析する

人の育成が課題となる。これは数年の歳月を要しようが、地味に努力を重ねるべきである。ま

た、機密の漏洩を防止するための法制制定が必要になる。 
 同時に、もっと重要な喫緊の課題がある。せっかくデータを収集し、人を育てて分析する能

力を備えたとしても、それが生きなければ意味がない。分析情報がそれを必要とする関係機関

に届かなかったり、官邸に上がらなかったら、巨額の投資をし、時間をかけて人を育てたのが

無意味になる。日本の官僚機構については縦割りの弊害が指摘されてきたが、こと安全保障に

関わる情報について縦割りを放置してよいはずはない。 
 安全保障問題は外務省の専管でもなければ、防衛庁の専管でもなく、各省庁を超えて政府と

して取り組むべき問題である。2001 年のテロ対策特措法、本年の武力攻撃事態対処法やイラク

復興支援法について、内閣官房長官が法案の趣旨説明を行う主務大臣となったのは、これらの

法律の扱う問題が政府全体として取り組むべき問題だからである。 
 1996 年から 98 年の行政改革会議（いわゆる「橋本行革」）の主たる目標の一つは内閣・官

邸機能の抜本的な拡充･強化にあったのであり、特に安全保障政策分野にこそ、そのことが求め

られる。現在、安全保障関係の情報は主に外務省、防衛庁、警察庁、公安調査庁のそれぞれが

内閣官房内の内閣情報調査室に伝えているが、内閣･官邸の情報統合力を強化すべきであろう。

この点、同じ議院内閣制を採る英国の事例が参考になる。 
 英国では独立した情報機関である MI5、MI6、GCHQ（政府通信本部、Government 
Communications Headquarters）を統合的に運用するために、内閣府内に統合情報機構（Joint 
Intelligence Organization）が置かれ、そこから上がった情報分析は、内閣官房が管理してい

る統合情報委員会（Joint Intelligence Committee, JIC）でさらに分析･評価され、内閣･官邸

に報告される。統合情報委員会は MI5、MI6、GCHQ の長、国防情報部長、外務省、国防省、

財務省、通商産業省、内閣府及び内務省からの高官から構成され、さらに同盟国の情報機関の

関係者も同席していると伝えられる。このようにして、英国では情報は関係省庁間で共有され

るとともに、官邸に上がるシステムが出来上がっている。このようなシステムを日本も構築す

ることである。このようなことは文民統制（シビリアン・コントロール）強化の基盤作りにも

深く関係してくる。シビリアン・コントロールを語る場合、誰がコントロールの主体であるか

をはっきりさせる必要があるが、議院内閣制の場合、この主体は議会（国会）であり、さらに

実際的な観点からは内閣が中心となる。 
 個々の政治家や個々の閣僚という意味ではなく、あくまで内閣である。この内閣に必要な情

報が入らなければ、内閣として責任あるコントロールを行うことはできない。特に現在の日本
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は防衛力をどのように運用するのか、国としての見識のあり様が重要な問題になっているが、

それだけに各省庁の縦割りを超えて政府レベル（内閣レベル）で情報が集中するシステムが強

く求められるのである。 
 
（４）安全保障会議の強化と活性化 
 2003 年 6 月、武力攻撃事態対処法の成立とあわせて、安全保障会議設置法が改正された。

これを機に、各省庁の縦割りを超えて、政府レベルでの安全保障政策の統合強化を図る方向へ

向けて、会議の運用を工夫すべきであろう。今回の改正は武力攻撃事態対処法の立法化にあわ

せ、首相の諮問事項として武力攻撃事態対処の基本方針などを追加するのが主な点であったが、

安全保障会議を専門的に補佐する組織として、事態対処専門委員会が設置されることになった。 
 これまで安全保障会議は実質的な討議を伴わない、ただ判を押すだけの、いわゆるゴム印（ラ

バースタンプ）組織であったことは否めない。安全保障会議の前身である国防会議は政治的に

設置されたものだった。 
 1953 年、当時の保守野党であった改進党の主張に基づき、同党と当時の政権党である自由党

との政治折衝によって設けられたものである。改進党の主張の狙いは、戦後憲法によって首相

の権限が強化されたため、首相のいわば独裁的権力を抑制すべく、諮問機関が必要であること、

改進党サイドには影響力のあった元軍人を政府部内の国防政策過程に送り込みたいとする思惑

があり、民間人を委員とし、意見を聴く諮問機関が必要であるというものだった。 
 その後の戦後政治の現実に照らせば、むしろ内閣･官邸の強化が求められ、当時の改進党の主

張はピント外れとなった。構成については、改進党の思惑は外れ、結局、関係閣僚だけで会議

が構成されることになり、今日に至った。 
 安全保障会議のような組織は米国の国家安全保障会議（NSC）に典型例が見られるように、

本来、大統領制を採る国に多く見られるが、議院内閣制を採る我が国にこれが置かれたのは、

以上のような歴史的経緯による。 
 今後は内閣･官邸機能強化の一環として、安全保障会議の運用に工夫を図るべきであり、例え

ば、関係省庁横断の政策策定メカニズム作りに事態対処専門委員会をうまく活用すべきであろ

う。そして、安全保障会議や事態対処専門委員会を支える内閣官房スタッフ部門の強化も必要

になろう。特にいわゆる形式的なお役所仕事ではなく、真に戦略的論議ができるようなスタッ

フ部門の充実が求められる。先に述べた情報統合力の強化も、安全保障会議なり事態対処専門

委員会を活用する運用によってその実現を図ることが考えられる。そうなれば、内閣官房スタ

ッフ部門が米国の NSC 事務局のカウンターパートとして位置付けられ、日米間の戦略協議も

深まる。 
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（５）国際安全保障のための恒久法制定 
 イラク復興支援法の立法化を機に恒久法制定の必要性が語られている。前回の本研究会議の

報告書において、多国籍軍後方支援法の必要性を指摘したが、現在、その必要性は一層高まっ

ている。 
 1999 年の東チモール事態での我が国の対応、2001 年のテロ対策特措法の立法化、本年のイ

ラク復興支援法立法化といった、従来の PKO 五原則の枠内に収まらない事態が相次いだが、

今後もこのようなことは起こると見るべきである。その都度、特別立法で対応しては機動的な

対応が取れなくなるおそれなしとしない。とすれば恒久法の制定は必要である。政治情勢が許

すのであれば、国連決議の有無と関係なく、日本側の政策判断によって必要な場合に後方支援

の実施が可能になるようにすべきだろう。 
 このような国連決議の有無と関係がない後方支援活動については、既に周辺事態安全確保法

において認められているのであるから可能であるはずである。「米国は重要な同盟国であるか

ら、対米後方支援については周辺事態安全確保法で認めたが、日米協力以外の場合には認めら

れない」という論理は成り立たない。もし、国連決議や国際機関の要請という要件がなければ、

歯止めがなくなるというのであれば、国会の関与を強めればよく、シビリアン・コントロール

成熟の趣旨からしてそうあるべきである。 
 国会の関与のあり方については、事前承認か事後承認かの議論はあるが、これ以外に、一度、

国会が承認したあと、事情の変化に応じて、派遣の中止を議決する手段も立法上、可能か検討

する価値があろう。この種の海外派遣は長期にわたる可能性があり、事情の変更によって派遣

中止の判断が国会によってなされてしかるべきである。 
 テロ戦争にせよ、イラク復興支援にせよ、いずれも日本にとって周辺外地域の問題、すなわ

ち国際安全保障の問題であるが、既に論じたように安定した国際秩序の形成･維持が我が国の国

益であるとすれば、我が国としても積極的に協力すべきである。また恒久法の制定にあわせて、

武器使用基準についても、これまでの経験や議論を整理し、任務内容に応じた合理的なものに

すべきである。 
 
（６）周辺事態における「武力行使一体化」の見直し 
国際安全保障の観点から、多国籍軍に対する後方支援を可能にする恒久法の制定が求められ

るが、その一方、周辺事態は─具体的には朝鮮半島有事を想定─我が国の安全保障に直接的に

大きな影響を及ぼすのであるから、国際安全保障のための多国籍軍後方支援とは同列に扱うこ

とはできないはずである。この点を考えると、むしろ、周辺事態における対米支援については、

武力行使と一体化した形での後方支援は憲法上できないとする現行の解釈を見直すべきである。 
 なぜなら第一に、現場において実際的な不都合が生じるからである。現行の周辺事態安全確
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保法においては、戦闘行為が行われている地域とは区別される「後方地域」において、自衛隊

が捜索・救助活動を行うことが規定されているが、現実に捜索･救助活動が必要な場面は戦闘行

為が行われている前線に近いはずであり、「後方地域」でこの活動が行われるとは想定しにくい。 
 第二に、仮に「後方地域」で米軍兵の捜索･救助を行ったとしても、そこに戦闘の戦火が迫っ

てきたとして自衛隊が撤退したら、日本側は米軍を見放したということになり、米国内で強い

反発が起こることは十分考えられる。朝鮮半島有事のような周辺事態は明らかに、日本の安全

保障に直接的な影響を及ぼすのであるから、当然にそれ相当のリスクを引き受けてしかるべき

ものであるのに、米軍に犠牲者が出て、日本側がリスクをまったく引き受けないとなれば、日

米同盟は崩壊する。 
 この武力行使との一体化論の見直しとあわせて、海外派兵禁止を見直すべきである。少なく

とも、海外派兵の定義の解釈を合理的に行ない、現実に合わせるべきである。海外派兵禁止は

1954 年 6 月 9 日の防衛庁設置法と自衛隊法の成立を前にして、同月 2 日に参議院で採択され

た「自衛隊の海外出動禁止決議」に基づくものであるが、当時において、今日のような国際安

全保障のために自衛隊が派遣されることなどは全く想定されなかった。現在、自衛隊が海外に

派遣されるのは、直接的な戦闘活動を行うことを一義的な目的とするものではなく、平和維持

活動や後方支援を目的とするものである。そのことを踏まえると、一律に自衛隊の海外派遣を

問題視する誤解を招きやすい海外派兵禁止を見直すべきである。 
 なお、現行の周辺事態安全確保法には別の観点からの不都合が起こり得る。対米支援につい

ては同法に基づいて実施できるが、米軍以外の軍には後方支援が実施できないことが想定し得

る。朝鮮半島有事の際、国連安保理決議が成立した場合はともかくとして、極端な例であるが、

豪州軍などが参加する有志連合（多国籍軍）が形成された場合、日本は米軍には支援を行うこ

とができ、豪州軍などには行えないという不条理な事態になってしまう。このような事態を避

けるため、先の多国籍軍後方支援法で補うことを含めて検討を実施すべきである。 
 
（７）防衛力整備の方向 
 今後、10 年以上の時間の幅で見たとき、本格的な人口減少、急速な高齢化の時代を迎え、日

本の資源配分の中で防衛に当てられる資源が窮屈になることが予想される。したがって防衛資

源の配分に当たって、優先順位を定めて重点投資することがますます重要になる。NATO の欧

州諸国は、領域防衛ではなく国際安全保障のための任務（NATO では「危機管理任務」と呼ぶ）

のための防衛力構築に多くの防衛資源を配分できるが、北朝鮮問題を抱えている日本は必ずし

も同じようなことができるわけではない。 
 しかし、それでも大きな流れとして国際安全保障のための防衛力構築が重要になるはずであ

る。今後の国際安全保障は領域性を備えた明確な脅威に対処するというよりは、リスク対処の
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性格が強くなり、そこから防衛力整備の方向性が出てくる。 
 第一に、北朝鮮問題を別として、大勢としては、特定の脅威に焦点を合わせる防衛力整備か

ら、いかなる事態にも機動的に対応できる能力重視の防衛力整備に移行することが求められる。 
 第二に、この観点から、いつ、いかなる場所にも防衛力を展開できるだけの緊急展開能力を

ある程度、整備することが求められる。 
 第三に、リスク監視の観点から、情報収集衛星配備に代表されるような軍事監視能力を一層

強化することが求められる。 
 第四に、資源の効率的な配分の観点から、米国との「役割と使命（ロールズ・アンド・ミッ

ション）」の分担を明確にした上での防衛力整備が一層必要になる。現在、世界的に米国とその

同盟国との役割分担の方向が明確になりつつある。東チモールでは、豪州が東チモール国際軍、

引き続く平和維持活動で主力を担い、米国は主に後方支援（ロジスティック）を担当した。そ

の一方、アフガニスタン軍事作戦やイラク戦争のような大規模な戦闘を伴う軍事作戦では米国

が主力をつとめた。 
 要するに、大規模な戦闘は米軍が、平和維持活動のような作戦は同盟国が担当するという構

図が明確になっている。日本は従来から、日本自身の防衛については「米軍が矛、自衛隊が盾」

という役割想定のもとで防衛力整備を行ってきたが、今後は、国際安全保障の分野について、

米軍を中心とする世界的な役割分担の趨勢を踏まえて防衛力整備のあり方を検討すべき時だろ

う。 
 
（８）ミサイル防衛推進の加速化 
 防衛力整備に関して当面、急ぐべき重要課題はミサイル防衛の推進である。大量破壊兵器や

弾道ミサイルの拡散のリスクに対応する方法として基本的に四つの選択肢がある。軍備管理・

軍縮を含めた外交上の施策、核による報復的抑止、プリエンプション、ミサイル防衛などの防

衛手段である。 
 報復的抑止については、現在、焦点となっている北朝鮮の動向次第であるが、非核三原則を

謳う日本の国是や地域戦略環境に及ぼす悪影響を考慮すると、核武装は採り得ない選択肢と考

えるのが基本である。 
 弾道ミサイル発射が差し迫ったわけではない時点において、ミサイル策源地を叩くという意

味のプリエンプションも、国連安保理がその行使につき容認すれば別だが、日本としては、現

在の国是である専守防衛の理念に照らすと単独では採り得ない選択肢である。 
 ただし北朝鮮がノドン･ミサイルを日本に向けて発射しようとする明確な兆候の見られる、差

し迫った状況下において、ミサイル策源地を打撃することは、ここでのプリエンプションとは

異なり、個別的自衛権の範囲に属し、我が国はそのような手段に正当に訴えることができる。
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その是非をめぐって議論するには及ばない。 
 現実の選択肢としては外交上の施策とミサイル防衛などの防衛手段しか残されていないので

ある。 
 米国のミサイル防衛システムは、技術的には上昇（ブースト）段階、大気圏外（ミッドコー

ス）段階、大気圏再突入（ターミナル）段階と多層的に防御することになっている。 
 ミッドコース防御については、2002 年 12 月に地上配備型防御システムと海上配備型防御シ

ステムを、2004 年に配備することが決定された。米国のミサイル防衛システムは、柔軟な開発

システムとなっており、2 年の単位期間（開発ブロック）を設定し、2 年ごとに能力改善を図

ることになっている。 
 ターミナル段階の防御システムとして、パトリオット PAC-3 があるが、米国は現在、9 個大

隊を持ち、最終的には 50 数個大隊の整備を図る予定である。米国以外に PAC-3 能力を持って

いる国にはドイツ、オランダ、ギリシャがあり、我が国のパトリオットに対する取組みは遅れ

ている。また、日本は 1999 年から海上配備型上層システム（NTWD）に関する日米共同技術

研究を行っているが、この日米協力を強化するとともに、現有のイージス艦搭載のスタンダー

ドミサイル 2 からスタンダードミサイル 3 への更新と、パトリオット PAC-3 への換装を早急

に図るべきである。ミサイル防衛分野の技術発展が著しく、米国が 2 年ごとに能力改善を図る

開発システムを採っていることを考えると、日本のミサイル防衛も事業終点を設定することな

く、たえず米国と協力しつつ開発を継続する選択肢しかない。 
 
（９）武器輸出3原則の見直し 

 大量破壊兵器拡散のリスク対処が国際安全保障上の最大の課題の一つになっているが、その

ための国際的な取組みとして、米国の主導によって PSI（Proliferation Security Initiative）
イニシアティブが開始された。これは世界各国が情報を共有し、陸路、海路、空路にわたり大

量破壊兵器拡散のすべての経路を予防的に封じ込めようとする野心的な試みである。この計画

は本年 5 月末にブッシュ大統領がポーランドを訪問した際の大統領演説で始まったが、現在、

米国を始めとして、日英豪仏独などの 11 ヶ国が参加して検討している。例えば、疑惑の持た

れる航空機の領空通過を認めない、給油のための着陸を求められても認めない、さらには疑惑

航空機を強制着陸させるといった措置の可能性と是非が検討されているが、北朝鮮問題を抱え

る日本は、この PSI イニシアティブに積極的に参加すべきであろう。 
 ところで、現行の武器輸出三原則は不条理なものになっている。大量破壊兵器の開発に意味

のある技術でなくても、それが武器であるというだけで輸出が一切認められない一方で、汎用

技術であれば、それが大量破壊兵器開発に利用されても、結果として放置されるという事態が

もたらされているからだ。 
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 重要なのは、ヒト、モノ、カネの流れを常時監視し、必要な場合には関係国と情報交換など

で協力しあい、危険が予測される場合には管理を強化し対応措置を採るという考え方の確立で

ある。単に武器だけを規制し、それ以外は放置されるという不条理な事態を是正する観点から

武器輸出三原則を見直す必要がある。これは決して我が国からの武器輸出禁止を緩めるという

意味ではなく、大量破壊兵器拡散の観点から見直すという意味のものであり、その際、先の PSI
の検討とあわせて再検討を実施すべきだろう。  
 
 結語 
 本報告書でわれわれは、日本の課題として 9 項目を指摘した。多くは冷戦時代であれば、相

当な物議をかもした問題だが、今日ではそうではない。いずれの項目も、専門家の間では理解

が深まっており、その意味で突飛な内容ではない。 
 問題は政治、行政がこれを実際にどうこなすかである。個々の政治家、政府当局者の考えと

は別に、とりわけ安全保障問題では、政策を法律化し、国会の議論にかける場合には、様々な

配慮を要する。政治家であれ、官僚であれ、政府当局者がこだわるのは、過去の政府の説明と

の整合性である。 
 整合性はもとより重要だが、それだけに目を奪われれば、新たな事態に機動的な対応ができ

なくなるおそれなしとしない。われわれの問題提起が現実にどうこなされてゆくのか。本会議

の参加者全員で注視してゆきたい。われわれの議論がそのための基礎の一部を提供する結果に

なれば幸いである。 
 


