
 
討議の内容（平成 13 年度） 

 
 
１ ブッシュ新政権の発足と米国安全保障政策の方向（平成 13年７月 31日） 

（１）報告 
 今般のブッシュ政権が成立する際、大統領選挙運動中に重要なペーパーが発表された。米国の安全

保障政策の方向を分析する場合、ブッシュ大統領の安保チームの陣容も重要であるが、最終的にはブ

ッシュ大統領の舵取りが問題となるはずである。 
 一つの重要なペーパーは、1999 年 11 月 19 日の外交演説である。大統領選挙中、ブッシュ候補は、

総論としては自由貿易を強く訴えていた。「孤立主義、保護主義に陥ってはいけない」と言っていたの

であるが、今や、まさにそれらが議論の焦点となっているのは興味深いことである。また、地域問題

については、かなりの部分を中国とロシアに割いていた。例えばロシアへの対応に関連して、CTBT
批准の必要はないというものである。インドや NATO にも触れているが、東アジアの問題にはあまり

触れていなかった。同盟国関係を重視するとして、日本、韓国、フィリピンを挙げるのは、中国への

対応の文脈においてである。中国については、競争相手として捉えている。ただし、その一方で中国

の WTO 加盟を推進すると述べている。 
 国防演説（1999 年 9 月 23 日）では、ブッシュ候補は、ミサイル防衛について、本土防衛（homeland 
defense）が重要であるとしていたが、この時点での議論は、「ならず者国家」と中国を相手にした本

土防衛であった。ここでは中国のミサイルの脅威が明確に述べられていたのである。 
 次に重要なのは、パウエル国務長官就任の際の議会における公聴会発言である。ラムズフェルド国

防長官の場合と異なり、用意周到なものであり、あらゆる質問に明快に答えている。ここではブッシ

ュ大統領とのニュアンスの違いに注目したい。 
 パウエル長官は、中国を和解できない敵ではなく貿易のパートナーであるとした。また、台湾を支

持するが中国は一つであるとし、さらに人権問題などに関しても中国自身の問題解決のペースを尊重

すると発言している。一方で、北朝鮮に関しては一転して極めて厳しい態度をとり、問題解決に慎重

に取り組むことを明らかにした。パウエル・ドクトリンは、軍事力に関するパウエル長官の考えを示

したものだが、アメリカが軍事力を行使しなくてはならない事態に至った時の行動を考えるためには、

重要なコンセプトであると思われる。ここでは、軍事力を行使することが本当に必要かどうかを慎重

に考慮すること、アメリカ以外の国家で軍事力を行使してくれるところはないのかを考えることなど

が含まれている。 
 ライス大統領補佐官は、少なくともブッシュ大統領就任までの影響力は強かったと思われる。ブッ

シュ大統領の外交演説を起草したのも彼女ではなかったのだろうか。 
 ライス補佐官の中国問題に関する発言は、対中政策としてはアメリカは軍事力を使わないというも

のである。非軍事措置が対中政策の最大のパワーであると述べていた。 
 非常に重要であると思われるのが、『米国の国益』と題する国益委員会の特別報告である。極めて明

確に、アメリカの方針、新政権の政策のエッセンスが入っていると思う。ここでは国益を、「死活的国

益」「極めて重要な国益」「重要な国益」「重要性の少ない国益」の 4 つに分類している。「死活的国益」

で従来と変化しているのは、同盟国重視だけでなく、同盟国の協力も死活的としている点である。こ

れは、同盟国に対する重大なメッセージだろう。また、従来は覇権国出現の抑止が死活的であったの

に対し、今回は、ロシアと中国との建設的関係構築を「死活的利益」であるとしている。台湾問題と

韓半島問題は「極めて重要な国益」、テロ対策、ジェノサイド対策も同様である。中国の民主化、尖閣

諸島問題、南シナ海問題、人権は「重要な国益」と分類された。一般的に他国の民主主義を促進する

ことは「重要性の少ない国益」とされた。こうした分類は、今のブッシュ政権のとっている政策を考

える時重要な意味を持つと考えられる。 
 興味深いのは INSS/NDU の特別報告『米国と日本：成熟したパートナーシップへの前進』である。
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これは、ご存知の通り、日本通の人々が作成したものであるが、先ほどの国益委員会の『米国の国益』

が米国内で一般に知られているのに対して、INSS 報告は日本で知られているほど米国内一般には広

まっていない。このレポートは、日本をアメリカのアジア政策の要石であるとし、関係強化のみなら

ず、日本の果たす役割の強化をうたっている。また、重要なメッセージであると思われるのは、情報

分野での日米協力を両国間の政策課題とすべきと主張している点である。情報収集衛星についても、

当初はアメリカが懸念を持っていると伝えられたが、それを支持し、それぞれが独自の情報収集手段

をもってよいとした。沖縄問題についても、アジア全体のアメリカ軍配置を考え、リシャッフルする

ことを指摘する。 
 次に、ブッシュ新政権の安全保障チームの問題である。パウエル・アーミテージ・ライスチームと

ラムズフェルド・ウォルフォビッツチームとが政策上対立したときには、その仲介をするのはチェイ

ニー副大統領の役割である。しかし、チェイニーはラムズフェルドにあまりにも近いため、それは難

しいと考えられる。畢竟、重要になってくるのはブッシュ大統領その人の判断ということになろう。

また、中国専門家が安全保障チームにいないことも特徴である。クリントン前政権において活躍した

中国専門家は、今や政権から遠ざかっている。 
 最後に、ブッシュ新政権の東アジア政策の展望に移りたい。 
 ブッシュ大統領は外交に弱いといわれる。そのため、ブッシュ政権を支える人々の考え、共和党有

力議員の考えが外交政策の中心部分を占めていくことになる。外交演説は、ブッシュ個人の外交理念

を示しているというよりは共和党のそれを示しているようである。では、今後、外交問題に直面した

ときに、ブッシュ大統領は何を考慮して判断をしていくのだろうか。 
 ひとつの要因はキリスト教右派である。大統領になった今、ブッシュの頭の中には来年の中間選挙

があり、さらには次の大統領選挙がある。アメリカでは 1 期だけしか務められなかった大統領を「ワ

ンターマー」として軽蔑する風潮がある。父親であるブッシュ元大統領はそのワンターマーであった

ため、現ブッシュ大統領は何としても父とは違って大統領を 2 期務めたいはずである。父であるブッ

シュ元大統領の失敗は、キリスト教右派と袂を分かって中絶を認めたことや、公約を守らず増税を行

ったことなどがある。現大統領はこうした轍を踏まないように、最後までキリスト教右派を大切にす

るはずである。また、選挙中の公約を守り、増税のような事態を招かないように経済に力を入れるこ

とになろう。その上で、中間層をどこまで取り込むか、そこが問題である。 
 政治・安保分野では、キリスト教右派の影響を受け、中国問題に関して言えば、ハードライナーの

立場を維持するだろうが、一方で経済分野では強固なテコ入れを行うであろう。巨大な中国市場を決

して手放すまい。政治・安保では中国に妥協せず、経済的には中国市場を手放さない。この両者を矛

盾させないことがブッシュ新政権に求められている。そういう意味では、アメリカはブッシュ流政経

分離政策を中国に対して目指すのではなかろうか。北朝鮮に対しては、中国の場合と全く異なり、経

済的利益が認められないため、全てでハードな政策を採ろう。東南アジア、インドの経済にも強い関

心を抱いていくと思われる。 
 軍事力については、意識は強く持つものの、使用には慎重な態度をとるのではないか。 
 日米関係は重視するだろう。しかし、それは圧倒的関心を中国に抱いているという背景においてで

ある。政権の日本シンパは日本重視というが、それは、米中関係の文脈で同盟国である日本を重視す

るということではないだろうか。多くの人は、日本経済の伸びにそれほど期待していない。悪くなら

なければよいといった程度であると思われる。経済面では、アメリカは、アジアにおいては中国を重

視するだろう。 
 こうした環境の中で、日米同盟の中で日本が果たす役割の拡大は、我が国が自ら考え、行動しなく

てはならない問題である。アメリカは、この問題を、外圧をかけてまで進めることはしないだろう。

日本が自らの果たす役割を考えず、いかなる行動も採らない場合、日本の地位は、アメリカの対外政

策の中で、相対的に低下することになる。 
 
（２）討論 
○米中関係 
・ ブッシュ政権はハードライナーであるということだが、基本的な姿勢としてはその通りだろう。ブ

 26 
 



ッシュが、台湾が中国に攻撃を受けた時にはアメリカは何でもやる、と言った時には、台湾政策の

曖昧性を捨てたのかとも思ったが、しかし、今では従来の政策に戻ってきているようである。議会

の状況を見てもそうそうハードな政策はとれないのではないだろうか。 
・ 確かにブッシュ候補は、台湾支援のためには何でもすると選挙中に発言し、そのために中国側から

強い抗議がなされたりしたが、それは、インタビューの中でそういった可能性を否定しなかったと

いうものである。ミサイル防衛に関して、ブッシュ大統領はヨーロッパやロシアを念頭に置いてい

る。以前、米国防大学（NDU）では、ロシア、中国と協議すると言ってはいたが、実際にはロシア

と協議したのみで中国は放っておいている。中国は ABM 条約の当事国でないということもあるだ

ろうが。この問題について、米国関係者に理由を尋ねてみると、そうして放っておけば、いずれ中

国の方から言い出してくるという答えであった。中国とは対話をしないことで強硬路線を採るとい

うことだろう。もっとも、ライス大統領補佐官はソフトな対応を考えているだろうし、ラムズフェ

ルドは対共産主義強硬論者であるなど、政権内部も単純ではない。もちろん、議会上院における共

和党と民主党の構成、来年の中間選挙を考えると、ハードラインの維持は難しいかもしれないが、

ブッシュ政権とするとやはり基本的にはハードな路線を行くのだろう。 
・ アメリカは中国を無視するような行動をクリントン政権の時よりもとり始めていると思う。NMD

問題に関して、中国のことなどどうでもよいというような態度で論じている。中国に対して直接厳

しく当たるというよりも、中国が非常に気にしている問題に関して、その中国の懸念を無視するよ

うな傾向が多く見られるようになってきた。具体的には、例えば、5 月の米国防大学（NDU）にお

けるブッシュ大統領のミサイル防衛演説後、各国に派遣された政府高官を見れば、アーミテージは

日本にきた後、中国には行かずにインドに行ってしまった。中国には 1 ランク下のジム・ケリーが

行っているだけである。 
・ 米中関係の展開を受けての日本ということであったが、中ロ関係と日本にもそれに類似したところ

があるように思う。最近、実質的には 40 年ぶりにロシアと中国は善隣友好協力条約を締結したが、

その結果、日本が取り残されるのではないかという考えも出てくる。しかし、中ロ関係も実はそれ

ほどには接近していないのであり、日本の出て行ける余地はまだまだあると思っている。確かに、

ロシアにとって、中国の占める割合は日本より大きくなっているが、といってそれほどでもない。

アメリカが中国にロマンティックな感情を持っていて、そのために中国論にぶれが出るということ

があるが、ロシアも中国を過大評価する面がある。それは、ソ連が自己崩壊して中国に負けたとい

う意識があるせいかもしれないが。いずれにせよ、その点では、米ロともに共通しているようであ

る。 
・ 確かに米ロとも中国を過大評価している。例えば、アメリカ国内では、これまでの中国の経済成長

率をそのまま延長して、2020 年までには経済力で中国に凌駕されてしまうといった極めて単純な議

論が行われてきた。過去の経済成長率については、それをそのまま将来に適用すること自体問題で

ある。しかし現実には半世紀あるいは四半世紀にわたってこのような前提で中国を見ようとしてい

るのがアメリカの実態であり、少なくとも経済的には中国を過大評価しているといえる。政治的に

も中国を過大評価しているように思う。このことはロシアとの比較において顕著である。経験上様々

な議論の中で、ロシアに関しては極めて低い評価を与えている。これに対して、中国に関してはか

なり高く評価しているように感じられる。また、アメリカ人が中国人に好意を抱いているという面

白い観点もある。これに関しては、明確な理由はよく分からないが、草の根レベルではアメリカ人

が中国人に対して好意を抱いているということをよく耳にする。 
 
○日米中関係 
・ 現在、経済力に陰りが出ているから日本を重要視していないということはない。日本についてアメ

リカが触れるときは、経済摩擦問題についてのことが多い。では、経済摩擦が解消すればどうなる

のか。その時には日本については触れてこないのである。パウエル国務長官の上院公聴会における

質疑中のキーワードを数えてみると、ミサイル、NATO、ヨーロッパ、中国、ロシア、アフリカ、

イラク、韓国、イラン、キューバなどが出てきており、アフリカが多いのが目を引くが、実は日本

への言及はあまり多くない。質問に使われた言葉も数えているが、日本についてはほとんど議論し

 27 
 



ていない。よく見てみると、中国のことを話した時に日本が大切であるという具合である。これは、

何を意味しているのだろうか。日米関係は安定しているという見方もあるが、とにかく、今のアメ

リカの頭の中は、その 8 割が中国によって占められている。それは大国間関係などとは別に、昔か

ら一貫して、太平洋を西に進むと中国があるという意識がアメリカにあるのだと思う。アメリカは、

中国に対して何かロマンティックな感情を持っているが、そのために中国論が大きく振れることが

あるように思う。 
・ アメリカにおいて中国か日本かという議論がよくある。しかしそれは同じ次元で議論される問題で

はない。アメリカにおいて中国が重視されるというのは、中国が対処すべき相手であるからであっ

て、言及の度合いが小さいことをもって日本が軽視されていると捉える必要はない。また、中国問

題を論ずる中でしか日本が言及されないということをもって、日本がそれだけの存在でしかないと

理解するのもどうかと思う。逆に、アメリカがグローバル、少なくともアジア太平洋地域で対処す

べき重要な問題である中国との関係を論ずる上で日本が言及されるのは、やはり日米同盟関係が重

要であるという極めて当たり前のことを示している証左である。アメリカは中国を過大評価してい

るということであるが、常に過大評価しているというのではない。80 年代はアメリカはむしろ日本

脅威論であったことを想起するとよい。ソ連崩壊後の脅威は日本であるとか、天安門事件後の制裁

をめぐる議論の中で、日本を抑制するために中国との関係を考慮すべきであるというようなブッシ

ュ大統領（父）の発言もあったぐらいであり、常に中国を過大評価して日本を二の次にするという

ことではないと思う。 
・ アメリカにおける対中ハードライナーが昨今の日中関係をどのように認識しているのかを考えてみ

る必要がある。つまり、彼らにとって日中関係が良好なほうがよいのか、あるいは悪いほうがよい

のかという問題である。教科書問題をみても靖国参拝問題をみても日中関係には良好な材料は少な

い。アメリカは日中のいずれの方にも立たない、これは内政問題であるという態度を示していると

いうことを聞いている。これが日韓関係においては、ある程度憂慮めいたものが出てくるものの、

安全保障問題にまで発展することはないと思っている。しかし、日中関係に関しては、日韓関係と

は違うように映っているはずである。仮定であるがアメリカにとって日中関係が良好な方が望まし

く、関係が悪いことがアメリカにとって極めて不具合な状況であるということになれば、首相の靖

国参拝にも影響が出てくるのではないか。 
・ 日中関係の問題に関しては、アーミテージ・ナイ・レポートにあったと思うが、やはりアメリカは、

米中関係を考えてというよりも、東アジアの安定とかアジア太平洋地域の安定という観点から日中

関係の悪化を懸念している。したがって、正確に調べているわけではないが、現政権は、教科書問

題とか靖国参拝問題に関する日本の態度に批判的なようである。歴史を見直す日本の政治状況ある

いは社会状況の動向について説明して同盟国であるアメリカに正確に認識してもらうように努める

べきであるが、実際にはアメリカはそのことには一向に関心がない。おそらく、何で日中間で揉め

ているのかという程度の認識であろう。ともあれ、ブッシュ政権は、日中関係が悪化することを望

んでいない。 
・ 昨年来、アメリカでは、日米同盟関係あるいは日米関係をさらに活かして中国と接することができ

ないかという課題が提示されている。しかし、日米が協力して中国にあたるというアイデアにはリ

スクが考えられる。中国は日米中が会議を開くことを拒否している。したがってトラック 2 あるい

はトラック 1.5 で会議を持ったとしても、中国側の参加者とは考え方にかなりのギャップがあって

うまくいかない。われわれは基本的に、日米両国で協力して、中国が国際社会で積極的に役割を果

たせるようにしたいという方針であるが、具体的に両国間でできることといえば、政策調整とか情

報交換といったレベルになろう。 
・ アメリカは、日中関係を、基本的には地域の安定という観点から考えており、日中の深刻な対立は

利益にならないと思っている。いわゆる歴史問題をめぐって日中関係がギクシャクしていることに

関して、アメリカ国内にはかなりの懸念があるように感じられる。例えば、CSIS 出身の NSC 担当

者が戦争の経験をいかにして克服して調和するかという研究を行っている。またハーバード大学の

エズラ・ボーゲルはこのような状態を憂慮して、日米中の専門家を集めて、歴史問題を理性的に語

り合う場を設けようという努力を行っている。このように、アメリカは日中間の深刻な対立を傍観
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するとは考えられない。ただし、当たり前のことながら、このようなことはアメリカの国益の観点

から見ているだけのことであって、日中関係が緊密化することがアメリカの国益に反するような事

態になることに対しては、当然に警戒感を持つ。例えば、1992 年の天皇陛下訪中の際には、アメリ

カ国内には、米中が人権問題をめぐって緊張しているときに、なぜ日中が接近するのかという議論

が起こった。今後も、アメリカの国益に反する形で日中が接近することに対しては、アメリカが敏

感に反応することは十分に予想される。この点については、常にそうだとは言わないが、一方の相

手国と接近することによって、関係が緊張している他方の相手国に圧力をかけるという戦術を中国

がとることもある。したがって、日中の関係がよくなることが、常にアメリカにとって望ましいこ

とではないということを認識しておいたほうがよい。 
 
○米国の軍事戦略見直し 
・ 中国に対して、現政権になり、それまでの「戦略的パートナー」から「コンペティター」へと位置

付けが変化し、政権が対中ハードライナーで構成されるようになったということであるが、この変

化を受けて有事における軍事戦略にも変化があるのかどうか、考えるべきである。 
・ アーミテージ・ナイ・レポートでは、SACO レポートの中で欠けているものとして在日アメリカ軍

の兵力見直し、あるいはアジア太平洋地域における兵力展開の運用、具体的には訓練場移転、ある

いは部隊縮小に関して述べている。もうひとつはラムズフェルドが中心となって行っているアメリ

カ軍の全面的な見直しである。そこでは国外駐留のアメリカ軍の見直し、縮小、さらに新しい技術

の進展に対応した軍のあり方についてかなり慎重になっている。これは多分、ペンタゴンとか議会

からの反発の影響もあろう。日本から兵力を引き揚げる、あるいは兵力を削減するというのは、ブ

ッシュが北朝鮮に対して厳しい見方をしている朝鮮半島問題および金大中韓国大統領の指導力がや

や低下しているという状況では慎重になるのではないか。また、ラムズフェルドが中心になって行

っている国防省改革も鳴り物入りで始まったものの、多分、秋に向かって常識的な線に収束してい

くのではないか。結果を見ないといかなる影響が出てくるのかは分からないが、そう大きな変化は

ないと思う。 
・ 現在の国防戦略見直しのキーワードは、Assure (allies and friends)、Dissuade (potential 

adversaries)、Deter (threat and counter coercion)、そして Defeat (an adversary)である。したが

って、現在行っていることを将来とも引き続き行っていく必要性が極めて大きいということになる。

さらに東アジア重視ということが言われている。以上のことから、アジアについては、前方展開の

急激な変化はないと思う。 
 
○日米関係 
・ 現政権のメンバーは日本重視であるといわれているが、必ずしも日本重視であるとは評価できない

のではないか。例えば海軍兵学校出身者が多いなど、かなり偏った人選であるように思われる。日

本専門家が入ったからといって、それが日米関係を重視したというわけではない。具体的な課題が、

特に経済について見えてこない。またアメリカが日本に何を望んでいるか､米国の対日政策の優先順

位も見えてこない。 
・ ブッシュ政権に加わったメンバーは高く評価できる。それは、以下の考えによるものである。ブッ

シュ大統領、チェイニー副大統領あるいはパウエル国務長官、ラムズフェルド国防長官のような人

たちが、INSS のレポートを熟読した上で、対日政策はこの線でいこうと膝を叩いたとは思わない。

ブッシュ大統領の国際的な問題を扱う演説の中で、日米同盟が正面から取り上げられていることは

ない。その中にあって日米同盟を取り上げているのは、INSS 報告、国益委員会の『米国の国益』

と題する特別報告であり、中国、日本、東南アジアの部分で日本のことが論じられている。ブッシ

ュ大統領の頭の中では、日米関係は中心的問題ではないと思うが、しかし、このことは逆に、日米

関係はアーミテージをトップとする政府の幹部クラスのイニシアチブで進んでいくことを意味する

のではないかと思われる。ただし、日米関係が進んでいくための条件は、日本がそれに応えられる

だけの手当と戦略的な議論を展開することであり、その意味では、下駄は日本側に預けられている。

具体的な議論は今後のテーマとなろう。 
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・ INSS 報告ではアジア太平洋地域における政治あるいは安全保障分野での日本の役割が拡大する可

能性が指摘され、日米同盟の新たな展開が図られるということであったが、仮にここで日本の役割

が拡大されなかった場合、日米関係が後退していくと考えている。そこで、日本の役割が拡大する

可能性について具体的にはどのようなものが考えられるか検討したい。 
・ この問題は重要な問題であるが、INSS 報告にもある集団的自衛権の問題ひとつだけに絞って考え

たい。もちろん集団的自衛権の問題とは、憲法問題あるいは憲法解釈の問題であり、それ自体が政

治的に大きな問題である。ただし、それが何のために議論されているのかという議論が行われてい

ないというのが一番の問題であると思う。日米防衛協力を効果的効率的に行うためということに尽

きるのだが、具体的には何を考えているのかという議論が行われていない。その議論がなければ、

政治あるいは安全保障分野で日本の役割が拡大することが、中国あるいはその他の東アジアの人々

にとっては心配事となってしまう。この点について、日本の中にも必ずしもコンセンサスができて

いない。集団的自衛権についての議論だけが進んでいる。もちろん、防衛当局者は日米のガイドラ

インを実効性のあるものにするために支障を除去するという明確な目標をもっていると思う。ここ

でひとつ指摘したいのは、自衛隊の部隊活動のひとつの大きな要素になるであろう PKO に関する

ものである。これは PKF 凍結解除の問題にとどまらない。PKO については、現在、国連では、予

防外交とか平和の維持あるいは平和構築という観点で議論されているが、他方､日本では未だに集団

的自衛権とのからみで議論しているというようなギャップがある。本来は、国連で議論されている

予防外交、平和維持・構築に自衛隊が参加することを通じて、日本が国際的に何をしようとしてい

るのかを明確にするべきである。あるいは、人道的援助の問題、国際的犯罪の問題についても、国

際的に日本が何をしようとしているのかを明確にした上で、その役割をはっきりさせ、アジア太平

洋地域の安全保障、秩序の維持を目的として日米安保体制を基軸にして新しいシステムを構築する

ことが考えられなくてはならない。それによって日米同盟の新しい展望が開かれる。もしそれがで

きないのであれば、日米関係は相対的に低下していく。他の関係が進展していく中で、日米関係だ

けが進展しないのであれば、悪くはならないにしても相対的に地位は下がっていくのである。 
・ INSS 報告中で、情報分野での日米協力への言及があるが、その背景として情報分野における日米

協力を政策課題にしたいという議論がある。つまり、冷戦後の日米関係の再構築あるいは評価、具

体的にはガイドライン、SACOをめぐる議論の中で様々な課題がかなり進展を見せてきた。そこで、

21 世紀における大きなテーマとして日米間の情報協力という課題が出てきた。この際、実質的な問

題として日米間の能力格差という点が指摘されるが、現実にはその格差は必ずしも絶対的なもので

はなく、情報交換の実効性が期待される部分がかなりある。アメリカも日本側の保有する能力に期

待していると思う。 
 
２ 米国同時多発テロについて（平成 13年 10 月１日） 

（１）報告 

 国際政治専門家は冷戦後のテロの脅威について今回のテロ事件のはるか以前から警告していており、

今回のテロ事件もまったく予想外であったということではない。 
 脅威の種類を、脅威をもたらす「主体の明確さ」とそれが他のものを「脅威する意図」の 2 つの軸

で 4 つに分類して考えることができる。その中でテロは、主体の明確さが低く、脅威する意図が高い

ものと分類することができる。さらに、世界を、「新中世圏」（自由民主主義体制で、経済相互依存が

高く、戦争が考えられない先進諸国）、「近代圏」（武力を国策遂行の手段と考える国－中国、ロシア、

北朝鮮、イラク等）、「混沌圏」（国家が名目的にしか成立していない地域－アフリカの一部諸国やタジ

キスタンなど）の 3 つに分けて考え、それぞれからもたらされる日本に対する脅威を検討すると、「新

中世圏」からは必然的に非国家主体によるテロになる。それは新中世圏では国家間戦争が考えられな

いためである。その例としては米国で発生したオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件などがある。

「混沌圏」からの脅威として、アフリカなどからテロが飛び火する危険性がある。今回のテロ事件は

この脅威のカテゴリーに入る。今回のテロ事件をみるとこうした「混沌圏」からのテロの被害が甚大

であることがわかる。 
 次に、今回のテロ事件が、「戦争」か、否かである。ある研究によると戦闘員に 1,000 人以上の死者
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がでれば戦争としている。今回は民間人で戦闘員ではないが、数千人もの死者がでたわけであるから、

戦争と呼んで差し支えないであろう。また、自然災害などではなく人間の意図に基づく行動であり、

自らの意図を武力で相手に押しつけるというクラウゼビッツの戦争の定義にも当てはまる。 
 さて、問題を提起したい。今回のテロ事件は法的にどのような扱いになるのであろうか。例えば犯

罪と見ることも可能である。これに関連して、ジェノサイド条約違反であるという意見がある。犠牲

者の規模からみれば、これがジェノサイドであることは間違いない。米国自身は今回のテロ事件に対

して自衛権を発動しているが、自衛権は相手が非国家主体の場合でも当てはまるのであろうか。また

この自衛権は、米国の個別的自衛権なのではないか。日本が協力するという姿勢は、これは既に集団

的自衛権の範疇にならないだろうか。また、集団安全保障で対処するにしても古典的な集団安全保障

体制は国家の存在を前提としているが、今回の当事者は国家ではないので何を適用すればよいのかと

いった点などの問題が出てくる。 
 今後日本が対応するに際しては 2 つの不確定性があることに留意しなければならない。一つは米国

が何をしようとしているのか不確定であることである。もう一つは米国の行動が何をもたらすのか不

確定であることである。これを踏まえて日本は日本としての対応を考える必要がある。 
 日本の安全は米国の対テロ行動の成功に大きく依存しているため、日本がこれに対して中立的であ

ることはありえない。現在政府が提案している後方支援策は、日本にとって必要なものである。ただ

し、上記の 2 つの不確定性を考えると、日本の対応には柔軟性と迅速性が必要である。これらが確保

されなければ状況の変化に対応できなくなるだろう。そして、一旦実行したならば継続性も必要とな

る。 
 また、今回のテロに対しては当面の課題と長期的な課題とにわけて考える必要がある。現在行われ

ている米国の軍事行動は当面の措置に入る。しかし、軍事行動が成功したとしても、それだけでは不

十分である。当面の対策を明確にした上で、長期的な対策を立てる必要がある。つまり、軍事行動が

終わった後にどのような世界を構築するかという長期的な課題である。オサマ・ビン・ラーディンを

捕らえ彼の組織を壊滅させても、その後の世界でテロが頻発するようでは意味がない。換言すると今

回のテロ事件が、ブッシュ大統領が言うように「戦争」であるならば、「戦後構想」を考える時期がそ

ろそろ来ているのではないだろうか。例えば第二次世界大戦の場合戦後構想は、1941 年 8 月の大西

洋会談においてすでに検討されている。その例にならうと今回の「戦争」後の構想の検討にそろそろ

着手しても早すぎるということはないだろう。 
 
（２）報告 
 今回の国際テロルは、前代未聞の規模でおこなわれ、世界史上でも類例のない犯罪といってよい。

否、経済と金融のシステムにも打撃を与えようという目論見をもっている点においても、国家対国家

という古典的な戦争とは異なる文明の総体に対する挑戦であり、「新しい質の戦争」だといってもよい。

イスラーム世界は、中東にとどまらず世界に拡散しており、ニューヨーク、モスクワをはじめ世界の

各都市はイスラームのネットワークで強固に結ばれている。彼らの世界観からすれば、これはイスラ

ーム社会という共通の世界であり、国家という概念が希薄な文明の総体と言える。言い換えれば、国

家として捉えるべき対象ではないということである。 
 ウサーマは、頭のなかで世界史におけるイスラーム世界と欧米世界との戦争の構図を単純化して描

いているように思える。彼によればアメリカは、1980 年代から 90 年代にかけて、イスラエルを支援

しながらパレスチナ、レバノン、イラクでイスラーム勢力と戦い、ロシアのチェチェン攻撃を黙認し、

ボスニア・ヘルツェゴヴィナのムスリムの悲劇を軽視し、今度はアフガニスタンに戦争をしかけると

認識しているのだろう。ウサーマがテロルの首謀者だとすれば、こうした考えの延長線上で今回の事

件を起こしたことが容易に推測される。 
 ウサーマの犯行の動機として頻繁に語られるのは、アメリカの対イスラーム・中東政策への怒り、

イスラーム世界における貧富の差と経済的不平等への異議申し立て、消費や贅沢を許容するアメリカ

的生活様式への反発などである。この理解自体は間違っていないが、その強烈な反米イデオロギーと

イスラーム世界の一部に広がるウサーマへの共感を完全に説明したことにはならない。 
 ウサーマは独立主権をもつ国民国家単位の世界システムを最初から否定している。彼は、世界を「イ
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スラームの家」と「戦争の家」に区分するイスラームの古典的な二元論の正当性を強く確信している

のだろう。その世界観には、西欧の十字軍や植民地主義によって圧迫されたイスラーム世界を復活さ

せ、「戦争の家」という非イスラーム世界において欧米優位の秩序を転覆するという構図が描かれてい

る。彼にとっては聖戦の舞台が米国になるのか、アフガニスタンか、あるいは西欧や日本か、といっ

たことはそれほど問題ではない。 
 かつてイスラームの力は西欧を上まわっていた。これは 11 世紀に十字軍が侵略してきたとき互角

に戦い、最終的には打ち負かしていたことにも象徴される。しかしナポレオンのエジプト侵攻では、

イスラーム勢力はフランス軍に一撃で敗北した。そして、第二次世界大戦後においては、4 回にわた

る中東戦争やレバノン戦争、さらに湾岸戦争において、アメリカがイスラーム世界での覇権確立を果

たした。つまり、イスラームと欧米との力関係は完全に逆転してしまったのである。この歴史的なト

ラウマと、優劣合わせた独特なコンプレクッスがイスラーム世界には非常に強い。 
 このコンプレックスの克服の仕方が国と人によって相当に異なる。イスラームを徹底的に純化する

ことによって問題解決への答えが得られるという立場がイスラーム原理主義であるが、ウサーマ・ビ

ン・ラーディンはその一番極端な部分から出たテロルの動きといえる。ウサーマたちの潮流はイスラ

ーム原理主義というより、むしろイスラーム・テロリズムと再定義した方が正確である。 
 ウサーマはテロリズムを信奉する政治扇動家である。彼はイスラーム社会運動を現在の国際システ

ムの破壊と結び付けており、その運動とイデオロギーは国際革命や社会革命の性格を帯びているとい

えよう。彼がイスラーム世界の政府や政党による社会政策の不在を厳しく批判している点に、その社

会革命的性格を見出すことができる。彼は、分裂したムスリムの住民や民族を団結させて、共同体を

新たに統一しようというのだろう。アフガニスタンやパキスタンのムスリムだけでなく、世界中のム

スリムに向けてジハード宣言を出したことや新たに国民や国家を超えた「イスラーム連合」を構想し

ていることは、彼の運動の国際ネットワーク性を物語っている。 
 結局のところ、ウサーマの戦略目標は、現在のイスラーム諸国やムスリムの多い国の政府を打倒し

ながら、自ら指導する統一イスラーム国家をつくる点にある。アフガニスタンはその構想の出発点で

あり、グランド・デザインの一部にしかすぎない。彼はアフガニスタンを、国際革命、イスラーム革

命の隠れ蓑として使っているのである。9 月 11 日のテロルは、アメリカ人に対する警告である一方、

アラブ諸国を含むイスラーム世界の住民に向けたアピールでもあった。 
 ウサーマは自らの運動組織として「アル・カーイダ（基地）」をもっているが、むしろ彼の才が発揮

されたのは、イスラーム・テロリズムの国際的なつながりを巧みに結び付ける技量にあるといっても

よい。イスラームの敵はもはやある一国の政府ではなく、総体としてのアラブ諸国の政府を含む世界

システム全体なのである。さらに、イスラームの聖地メッカとメディナのあるサウジアラビアを占領

し、聖地エルサレムを奪っているイスラエルを支援しているアメリカこそ、その世界システムの保護

者として攻撃されねばならなかったのである。 
 先の報告にあった「戦後構想」とも関係していることであるが、中長期的な観点から見るならイス

ラーム世界においても、人口、環境、貧困といった 21 世紀を揺るがす 3 つの問題点を無視すること

ができない。それらが最も集中的に現れている地域こそ、イスラーム世界の一角にある。貧弱かつ不

衛生な住宅事情、不十分な食糧配給、不完全雇用の増大は、すぐにイスラーム過激主義の温床となり、

そこからイスラーム・テロリズムが羽ばたく。すなわち、そうした劣悪なイスラームの社会環境は、

第 2・第 3 のウサーマを生み出す“沼＝沼沢”となっているわけであるが、これをどう取り除いてい

くかが本質的な問題である。アメリカこそ、問題解決にもっとも責任をもつ唯一の超大国のはずであ

るが、クリントン政権下のアメリカはこうした課題を直視する文明論的な自覚をもたず、内向きで自

己中心的になっていた。グローバルな歪み、つまりイスラーム世界の貧困その他を取り込んで問題解

決に臨むといった点にも目配りをしないと、21 世紀の繁栄と安定は先進国でも果たされない。 
 ここで注意すべきは信仰と犯罪との違いである。今回のテロル集団がイスラームという共同体の内

部から出てきた変種だとしても、それをことさらに宗教信仰と関連づけて議論するのは、現代社会に

おけるテロルの本質を見誤る危険性がある。たしかに、ほとんど大多数のムスリムは、ウサーマのテ

ロリズムを支持しないであろう。また、かれらがウサーマの組織のメンバーやシンパではありえない。

しかし、「憎悪のイデオロギー」ともいうべき彼の反米思想は、イスラーム世界の一般市民になにがな
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しか受け入れられる土壌がないであろうか。だからこそ、一般のイスラーム教徒も宗教指導者も、「今

度の事件は自分たちの善なる信仰とは何の関係もない」、「実行犯たちの行為はテロリズムであり、許

されるものではない」とはっきり、日本やアメリカなど各国の市民社会に向けてメッセージを発信す

べきである。イスラームの良識と世論の側からも、「文明の衝突」というウサーマの罠にはまらないと

いう確固たる決意をシグナルとして伝えてほしい。日本も憲法の理念によって、かけがえのない市民

の幸福と平和を守るために、国際テロリズムを許さないという毅然とした立場を取ることができるか

問われている。 
 
（３）討議 
○テロの根絶 
・ 今回のテロ事件は誰もがいつかは起きると思っていたものが現実に起きてしまったものである。一

般に 20 世紀は戦争と革命の時代であるといわれるが、その反面、後進国が先進国に追いつくこと

ができるという希望の時代でもあった。しかし、21 世紀は後進国がいくら努力しても先進国に追い

つけず、格差が広がるだけという希望のない「絶望の時代」と認識されているのではないだろうか。

それがテロの温床となり、テロと報復の悪循環が繰り返されるのである。 
・ 発表の中で「戦後構想」が問題となっていたが、その中で貧困の解消が必要であると述べられた。

しかしながら戦後の国際関係の中で「豊かさ」はそれほど重要であっただろうか。例えば、中東問

題の根幹はエルサレムのイスラエル占領にあることを考えると、むしろ「正義」の問題の方が重要

ではないだろうか。 
・ まず、イスラーム世界で反テロが多数派となるプロセスはどのようなものか考えるべきだろう。次

に、米国の軍事行動を支援する上でその目的体系が重要である。テロを根絶することは無理として

もそれを極小化することは可能である。そのための作戦であるウサーマ逮捕、組織壊滅などそれら

を達成するための上位の政策、さらには国際協調のための方策など、目的体系が必要と考える。た

だし、そのためには国際連帯が重要な鍵となる。そうであれば、今後の行動の目的としてテロ防止

を目的とする国際機構の設立を掲げてはどうだろうか。 
・ テロ対策ではイスラエルがもっとも研究が進んでいる。同国にはテロ対策研究を目的とする研究所

もあり、先方の専門家は、自爆テロはテロの手段として成功率が高く、近年一種のファッションと

なっていると指摘している。自爆テロは実行犯に対する洗脳、薬物使用、利益誘導などさまざまな

手段を組織的に巧みに利用して計画・実施されている。そうしたテロ行為に対抗するためには、自

爆テロは無効であることを示すことが必要であり、さらにそのためには国際協力が不可欠である。

「正義」の問題であるが、当面の問題と長期的な問題にわけると、この問題は後者の中にパッケー

ジとして包含していく必要があるだろう。今回のようなテロ問題の解決が不可能なわけではない。

7 世紀にハワージ派というイスラーム教シーア派内の宗派があった。彼らはウサーマと同様に非常

に過激であったが、受け入れられず少数派にとどまっていた。 
・ 自爆テロについてはなくならないのではないかと思う。テロ実行犯が風光明媚なフロリダで中流以

上の暮らしを 4 年間も続けながらその信念を曲げなかったからである。もはや彼らは宇宙人のよう

であり、我々との間の間隙を埋めることは出来ないのではないかと思う。また、貧困対策が話題に

上ったが、シャー統治下のイランは豊かになったのに、その後イラン革命が起きてしまったことを

考えると、豊さがテロを予防するとは考えられないのではないか。米国の対応については、現政権

にはブッシュ・シニア政権の外交安保チームが多く入っていることが重要である。彼らの手法は、

湾岸戦争に見られるように、時間をかけて周到かつ入念な準備を行うというものである。そこでは

外交が 8 割から 9 割を占めている。彼らの慎重さはイスラームに対する配慮にも現れている。また、

クリントン政権はイスラエル一本槍であり、アラブ側にも米国に対する失望感が生まれていた。し

かし、ブッシュ・シニアはアラブとイスラエルを等距離においた米国初の大統領であることは知ら

れており、そのイメージをブッシュ・ジュニアは活用して、アラブの声に耳を傾ける姿勢を示すよ

うにすれば、イスラームの支持を確保することが可能かもしれない。 
・ 米国の中東プレゼンスがテロの原因であると見る向きもあるが、米軍のプレゼンスそのものが中東

和平プロセスを促進した要因であることを確認する必要がある。さらにタリバンに対しては、アメ

 33 
 



リカの背後には国連があることを認識させるべきである。 
 

○テロ事件の何が新しく､今後､何が変わるのか 
・ 以前から米国はテロに対して恐怖心を抱いていた。そのことは、米国が NMD を推進する理由とし

て「ならず者国家」からのミサイル攻撃を挙げていたことにも現れている。また、この事件は内向

きになっていた米国を外向きに変えるインパクトがあると思う。そうなると日本の対米協力のあり

方も違ってくるだろう。このテロが新しい点はビルごと民間人を数千人も殺戮している点であろう。

これが繰り返されれば、全く違った世界が現出するだろう。むしろ米国の出方を待って対応するこ

とが大事ではないか。 
・ 今回のテロの犠牲者数が問題となっているが、おそらくこれを企てた者もここまで被害が大きくな

るとは考えていなかったのではないか。 
・ 今回のテロが革命的かというとそうではないだろう。昔からテロは行われてきた。いわば従来から

言われていたことである。むしろテロに対する米国の行動を世界が支持していることが新しいので

はないか。 
・ 中国で上海協力機構の関係者にインタビューした。そこでテロ事件が世界のシステムを変化させる

と思うか質問すると、彼らは、この事件で世界の国々がテロについて同じ認識を持つにいたったと

いうことが重要であると述べた。宇宙人が地球に来襲すれば、世界の国々が争いをやめて団結する、

とよく言われているが、今回のテロ事件は宇宙人来襲に匹敵する事件だったということであろう。

ただし、テロ対策が功を奏しテロが抑え込まれた場合、その脅威が薄らいでしまい、結果として米

中関係もあまり好転しないのではないか、とも言える。なお、中ロにはチェチェンや新疆ウイグル

自治区などの民族問題があり、これらの少数民族に対する弾圧の口実として中ロ政府が今回の事件

を利用することがないよう留意すべきではないかと思う。付け加えると、中国で感じたことである

が、個人のレベルでは今回のテロを「因果応報」「自業自得」と、むしろ米国を批判する見方が多か

った。ロシアについていうと、彼らはイスラーム勢力を抑え込むのに米国の力を利用したいと思っ

ているが、中央アジアにおいて米国のプレゼンスが強くなりすぎるのも困ると考えているようであ

る。 
・ 今回のテロはテロという点では特に新しいものではない。既に多くの学者らが問題意識としていた。

しかし、関心の度合いが違うのではないか。戦争と平和、文明と野蛮といった従来の構造での捉え

方が出来ない事件である。2000 年秋にテロに関する国際会議を開催したが、予算確保に苦労した。

しかし、今になってその会議報告書が引っ張りだこになっている。むしろテロとの対応では、国際

協力の果たす役割が大きいように思う。例えば、テロの資金源排除・封殺などの方策が効果的では

と考える。 
 

○日本の対応 
・ 今回の事件に対する米国の軍事行動を「報復（retaliation）」と呼ぶのはよくないのではないか。「自

衛」と呼ぶべきである。 
・ 日本にもオウム真理教など危険な勢力が存在することでもあり、今回のテロに対しては、これが霞

ヶ関ビルで起きたらどうするかといった問題意識に基づく発想が重要であり、日本の自発的な対応

が必要である。 
・ 他の国と比べると日本では、今回のテロ事件を自らの問題としてとらえる傾向がなかったのではな

いか。例えば、ロシアでさえ 9 月 13 日には全国で黙祷を実施している。それと比べると日本の対

応は遅れている。やはりリーダーの認識が甘いのではないか。95 年に暗殺されたイスラエルのイツ

ハク・ラビン首相の国葬にも列国の首脳が居並ぶなか、日本は、首相ではなく外相を派遣すること

でお茶をにごしていた。 
・ テロ事件の発生時米国にいたが、日本の影が薄いとあらためて感じた。台湾の例を紹介すると、台

湾の消防士が事件で亡くなったニューヨーク市の消防士のために追悼式を開いている場面が米国の

メディアで紹介されていた。日本についてはそのような報道はなかった。一つは日本の対応が遅い

ことであろう。また、今回日本への復路はルフトハンザを利用してヨーロッパ経由で帰国した。そ
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の理由は、日本の航空会社だとパイロットが容易にテロリストに屈服してしまい結果としてテロに

巻き込まれる可能性があるが、欧米の航空会社だとそうやすやすとテロリストに屈することがある

まいと助言されたからである。日本もテロに対して断固とした態度をとる必要があろう。 
・ テロに対する対応では情報戦が重要であり、日本もこの分野で貢献することが可能であろう。その

ためには、日本も情報収集体制を整備し、各省庁にある各種情報機関の連絡がうまくいくようにす

る必要がある。 
・ 日本の当面の措置 7 項目は良くできていると思う。特に海上自衛隊の艦艇派遣は良かったと思う。

日本の出発点としては評価できるが、今回は湾岸戦争とは異なる環境であり、この変化した環境に

合致する政策が必要なのではないか。 
・ 今回のテロ事件で日常の生活に使用するものがテロに使用されるということが明らかになった。つ

まり、例えば日本を攻撃するのにわざわざ核兵器を使用する必要はなく、日本の原発 52 基を兵器

として活用すればよいのである。また、安全と経済が相互に関連していることが明確になった。今

回の事件で航空業界は大きな打撃を受けたし、ニューヨーク証券取引所のホストコンピューターも

世界貿易センタービルに設置されていたため、一時的に証券取引がマヒした。日本の対応について

は、「弾薬以外の補給はいいが、弾薬はだめ」という議論はもうやめるべきである。戦場で兵士がも

っとも必要とするのは弾薬であるし、米軍等に補給するのが仮に水であっても、その水を飲んだ米

軍兵士が実際に戦闘を行うのである。弾薬以外に限定しても、戦闘行為に日本が荷担することには

変わりはない。 
・ 日本国内ではテロリストに対する軍事行動に国連決議が必要であると主張する者もいるが、国際的

にはそのように主張する国はないのではないか。日本の一部論者は予想していなかった新しい状況

を目にして右往左往している。毎日新聞の社説が憲法 9 条が想定していない事態だと述べていたこ

ともその例である。いずれにしても、モデルケース化するような発想は、今回のような事件では避

けるべきである。 
・ 自衛隊の派遣に国連決議が必要という日本国内での議論は、国連決議があれば自衛隊の派遣も決定

しやすい、という身勝手な論理である。また、湾岸戦争で日本が何も国際貢献をせずに批判された

ことから、国際批判をあびないように何か行動をしなければならないという「何とかしなくちゃ」

論も、日本が批判さえされなければよいという点で身勝手な議論である。こういう議論が今回はあ

まり聞かれなかったので安心している。また、政府の当面の措置は評価されるのではないか。 
・ 太平洋戦争において日本はアジアの解放を戦争目的に掲げた。これは建前で本音の部分では違って

いたわけであるが、結果として戦後アジアの解放は一気に進んだ。今回の戦争でもテロ根絶を目的

に掲げている。これは本音の部分では違うかもしれないが、結果として太平洋戦争の例のようにな

る可能性はあるのではないかと思う。日本国内では国連の幻想に惑わされている者がいるなど、戦

後の遺物との戦いがいまだに続けられていると感じた。今回の自衛隊派遣に関する論争にみられる、

国の行動に歯止めをかけるという発想は、薬害エイズ問題など国の不作為が犯罪とされる昨今の状

況と大きく逆行しているのではないか。むしろ、国には必要な手段をすべて与えた上で、一旦政策

遂行を任せ、その結果を見て、政治的に賢明にそれを使いこなすことができなければ政権の座から

与党を引きずりおろせば良いのである。それが民主主義である。 
 
 
３ 東アジアの情勢（平成 13 年 12 月 12 日、平成 14年３月８日） 

（１）報告（朝鮮情勢） 
 9・11 テロ以前の朝鮮半島の南北首脳会談という歴史的転機及びテロ後の状況を踏まえて、朝鮮半

島情勢をどう認識したらよいかという大枠について報告する。 
 テロが起きた 9 月初めは、金正日の中ロ訪問による時間のかかる足場作りを踏まえて、北朝鮮が韓

国に新たな閣僚会談を提案していた時期であった。さらに、この時期には米朝でも水面下で対話再開

に向けて接触が持たれたとみられていた。しかしテロの発生は、この状況を一変させてしまった。こ

こ数年の北朝鮮の動向を観察していると、手にカードを持ち過ぎているため、条件闘争を長引かせて、

タイミングを逃す、というパターンが見られる。もう一方では、政治体制のせいなのかあるいは状況
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判断なのか、瀬戸際外交で一定の成果を取り付けながらも、もう一歩進める段階で動きが遅く、韓国

の金大中政権は苛立たしく感じていたようである。このような経緯があったところで、テロ事件が発

生したわけであるが、それに対する北朝鮮の反応は大きく 2 つあった。 
 北朝鮮の事件直後の反応としては、テロ一般を非難する反テロ声明を出し、2 段階に分けての反テ

ロ関連国際条約署名を推進したことである。北朝鮮は、反テロ関連国際条約 12 件のうち、既に署名

した 5 件の条約に加えて、11 月にテロ資金に関する条約 2 件について署名を実施し、12 月上旬残り

の 5 件の条約についても署名の意志をスウェーデン政府代表を通じて表明した。さらに近年、特にテ

ロ事件後はアラブ諸国との関係も距離をおいて慎重に行っており、代表団も送らず、経済関係もほぼ

凍結の状態となっている。 
 一方では、米国が「ならず者国家」に対する反テロの戦いを拡大した場合、北朝鮮を標的として名

指しにすることがありうると報道され、北朝鮮は対決姿勢を表明し強く反発している。しかしながら、

94 年頃に比べると北朝鮮全体の軍事的緊張が高まっているわけではない。11 月から「羅南のたいま

つ」という科学技術を重視した北朝鮮の経済建設キャンペーンが北朝鮮メディア報道で大きな比重を

占めつつある。近年、中国との丹東・新義州経済特区の経済建設を金正日自身が力を入れて推進しつ

つある。 
 対米批判に加え、北朝鮮は去年の南北首脳会談以来 1 年間実施していなかった金大中個人を名指し

した韓国政府批判を 9 月の南北閣僚会談決裂をきっかけに再開した。このように北朝鮮は対決姿勢を

強調しているものの、他方では、経済建設キャンペーンや反テロの姿勢を示して宥和的な動きも示し

ている。緊張を高める部分的な銃撃戦もいくつか発生しているが、これは強硬派の台頭と南北会談で

前面に出ていた穏健派の後退の証拠と考えられる。そもそも南北会談は、北朝鮮にとっては米朝会談

を推進するための布石であり、ブッシュ政権の誕生以来、その意味での効用が薄れてきていた。また、

南北対話の実質的な利益、例えば電力の供給等の経済的支援を得ることができなくなっていた。次の

対米交渉を見据えて意図的に緊張を高めている布石なのではないかと考えられる。もう一方では、ブ

ッシュ政権が発足以来北朝鮮に対する圧力を強めており、テロ事件以降は北朝鮮に言及した警告を含

む発言をブッシュ大統領自身がしている。これらを総合的に見るとブッシュ政権内部に不協和音もみ

られるものの、米国は揺さぶり戦略として「反テロ戦争」という枠組みでミサイルや核問題といった

北朝鮮との懸案事項を処理しようとしている模様である。その背景には、94 年の枠組み合意による軽

水炉の建設は達成できないことが確実になってきたことや、クリントン政権下で取り組んできた北朝

鮮によるミサイル輸出の問題についても仕切り直しが必要となっていたことがある。 
 次に朝鮮半島の基本的条件について考えてみたい。北朝鮮の体制維持能力が様々な問題を抱えて弱

体化しているのは事実であるが、政治的掌握力については、この 10 年間の危機的状態を乗り越えて

逆な意味で反証されたといえよう。以上から短期・中期的には朝鮮半島は現状が維持されると見られ

ている。さらに、国際的な観点からみても、南北間での軍事的オプションに限界があることにくわえ、

90 年代以降とみに安定性と政治経済的能力を増している中国が北朝鮮の現状維持を望んでいること

から、現状維持というのが基本的な構造だと考えられる。 
 しかしながら、中・長期的にみれば流動化の要因も存在している。北朝鮮は大胆で積極的な改革開

放政策を採りにくい体制であり、それが徐々に体制を弱体化させている。そのため中期的にみると南

北の経済社会的な経済交流・統合が大きな流れとして進展しよう。さらに、北東アジアや朝鮮半島の

情勢として注目されているのは、中国の政治経済的な吸引力の影響である。中国はその経済成長を背

景に、朝鮮半島や東南アジア諸国に対して自由貿易協定を展開しようとする動きが見られる。困難が

あるものの南北鉄道を中ロへ延ばす計画など大陸部への経済的インフラ拡張を含めて中国、ロシアが

絡んだ大陸部の大きな戦略的構図の再編を見ることができる。 
 そこで、韓国の金大中政権が「日米韓」の足場を固めた上で、大陸部の中国、北朝鮮への積極的な

取り込みを推進している。南北関係でも中国との接近を通して南北首脳会談を実現し、そこから具体

的な利益を追求しようとしているのが金大中政権である。米韓関係がぎくしゃくしている背景には、

南北関係の文脈で朝鮮半島情勢を捉える韓国と、中国も視野に入れた北東アジア全体の戦略的再編の

展望で中国や南北朝鮮を位置づけている米国の間でイメージの食い違いがあるものと思われる。 
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（２）討議（朝鮮情勢） 
○9・11 テロ事件と北朝鮮 
・9・11 テロで、米国が、反テロないし「ローグステート（ならず者国家）」への対策といった長期政

策を打ち出すというシナリオを継続するとしたら、朝鮮半島へに対して短期的及び長期的にどのよ

うな影響があるか、検討する必要がある。 
・北朝鮮は、多くのカードを持ちながら、条件闘争しているうちにタイミングを失ったという説明が

あった。しかし、北朝鮮はミサイルカードなどさまざまな外交カードを持っていたが、9・11 テロ

のインパクトがあまりにも大きいので、北朝鮮が今まで使ってきたカードが効き目を失っていると

言えるのではないか。 
・米国の反テロ・ローグステート政策は、北朝鮮に対して短期・中期的にある種の圧迫政策となる。

米国が反テロおよび大量破壊兵器の制限へのシフトを強め、北に圧迫を加えたとしても、その次に

どうするかが問題である。つまり、北朝鮮をつぶすこと自体よりも、つぶす過程で生じるであろう

朝鮮半島北部の空白の問題や中国との関係を処理するための枠組みを自らに有利な形で作ることを

優先的に進めるであろう。そして、何らかの形で朝鮮半島の再統一を進める場合でも、基本的に米

国主導になるのではないか。米国が、対ローグステート的な北朝鮮政策を採っても、イラクなどと

は異なり、対中政策などを考慮すると、本格的に北朝鮮をつぶしにはかからないのではないか。 
・金正日の外交がタイミングを失ったというのは正しい。金正日の外交は何をしようとしていたのだ

ろうか考えてみたい。彼は彼なりのゲームプランを考えていたが、前提条件が整わなかったためソ

ウル訪問を中止したのではないだろうか。1 年前の環境では、クリントンの北朝鮮政策が進展し、

ゴアが当選し、北朝鮮はロシア外交を展開し、江沢民を平壌に招き、南北首脳外交の一環で金正日

が今年の春か夏にはソウルを訪問し、米朝交渉を推進し、日本を孤立させて、日朝国交正常化とマ

ネーを勝ち取ろうと計画していたのではないだろうか。しかし、この目論見は失敗し、9・11 テロ

がさらに追い打ちをかけた格好になったのではないだろうか。先のことを考える上で重要な点をい

くつか考えてみたい。北朝鮮関係者の間でよく出てくる言葉は、「60・90」という言葉である。60
は 2002 年 2 月の金正日還暦（60 歳）であり、90 は同年 4 月の金日成生誕 90 周年である。2 月か

ら 4 月にかけて国内向けの行事にエネルギーを使って、日韓のサッカーワールドカップは大したこ

とではないと国民を誘導する見込みである。 もう一つは 2003 年が重要な年となるということで

ある。緩やかであれ、密なものであれ、連邦制は当分先の話であり具体性はない。金正日はミサイ

ルの凍結は 2003 年までだといっている。なぜ 2003 年かというと、韓国の大統領選挙が 2003 年で

あり、野党のハンナラ党の政権になると金大中とのような関係は大きく変化する可能性が高いから

である。米朝関係は、9・11 後の関係からいけば、2002 年春くらいにでも米朝交渉が始まれば良し

とすべきなのだと考える。 
・外交カードの問題は北朝鮮だけでなく冷戦後の中国にも当てはまる。中国の場合、対米関係上トラ

ブルメーカーであることが交渉上の一つの大きな武器になってきた。ソ連があった時は中国の存在

自体が一つのカードであった。ソ連がなくなった後は、ミサイルの輸出や紛争への影響力等が米国

へのカードとして残ったのである。北朝鮮は中国よりも余裕がないため、核開発やミサイル等の文

字通りの瀬戸際外交をカードにせざるを得なかった。それが自己矛盾を内包していることも事実で

ある。反テロという枠組みが続く限りミサイルを再度カードとして持ち出すことが困難になってい

る。北朝鮮は核開発やミサイルしかカードを持っていなかったものの、今は中国から最低限の延命

処置を確保できるようになっているので、カードを急いで切る必要がない状況となってきている。 
 
○南北統一の姿と米軍プレゼンス 
・金正日が本格的に南北の統一を考えて南北首脳会談に臨んだとは考えられないものの、このような

統一に向けた首脳会談が国際的に発信されれば、そのこと自体が後ろに戻らないという意志表示に

もなるものと思われる。南北の統一のイメージはどんなものとなるか、さらに統一が具体化してく

れば、在韓米軍を含めた米軍の前方展開状況がどのように変化するか検討する必要がある。 
・朝鮮半島統一のイメージについては、様々なオプションが取りざたされているが、金大中大統領や

北が公式に同意したのは、一種の連邦制――お互いの差異を認めた上での平和共存的な形を作り、
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そのうえでゆるやかな統一を目指す――である。他方、具体的なシナリオとして、北朝鮮でインプ

ロージョン（内部破裂）により空白が生じる可能性がある。そういった場合の対応として、韓国は、

かつて吸収統一を考えていたようである。しかし、現在の状況下では、内部で空白が生じたすぐ後

に吸収統一を図ることには慎重論が多い。吸収統一は韓国にとって経済的にも国際政治的にも大き

な突然の変化を意味するからである。そこで、なんらかのインプロージョンがおきた場合には、無

理をしてでも連邦制の形を作って、一定の期間が経過してから統一へと持っていくことを考えるの

であろう。金大中大統領はデンマークを訪問した際に、統一には、20 年、一世代の時間がかかると

言っている。順調にいっても、一定期間緩やかな連邦制共存の期間をおいた統一が現在考えられて

いる統一のイメージである。 
・ゆるやかな連邦制の可能性について指摘されたが、連邦制（federation）という場合は、外交とか

安全保障、通貨等を共通化する形態を指す。他方、それらを共通化しない場合は、国家連合

（confederation）といった方がよいのではないかと考える。南北間の緩やかな連邦制は何を南北で

共通化するのだろうか。 
・連邦制はかなり先の話であるが、韓国政府としても統一までの 3 段階（平和共存、国家連合、連邦

制）を公式に明らかにしており、現在は第 1 段階の平和共存の段階で入り口に入るかどうかを論じ

ている段階である。国家連合の段階でもある程度時間を経て、2 つの社会がある程度収斂する段階

で北の体制も変化をもたらすと考えられ、その過程で連邦制において何を共通化できるかはっきり

してくると考える。 
・金正日自身が統一後の在韓米軍を容認すると金大中大統領に対して表明したと伝えられており、現

実の統一過程はかなり長期にわたる共存のプロセスになると考えられている。そのため、南北統一

の過程においてナショナリズムの高まりや中国ファクターによって在韓米軍の規模・性格は徐々に

変化するとしても、在韓米軍のプレゼンスを完全に排除するシナリオは考えられない。 
・緩やかな連邦制ではあっても実現した場合、在韓米軍縮小の要請が韓国内で強まるとともに、米国

内でもその議論がでるのではないか。それに備えて、我々は、東アジアの安全保障のために何を考

えておくべきか、検討すべきである。 
 
○朝鮮半島を巡る経済展望 
・中国はいろいろの形でアセアンとか韓国に網を投げかけているが、日本はシンガポール等アセアン

に FTA、つまり一種の自由貿易地域などを提案している。そうした場合、日本と中国の構想力合戦

のようなものが起きるのではないか。また、日韓でも自由貿易地域のようなことが構想できるので

はないか。 
・金大中政権において一貫しているのは日韓の強化を北朝鮮政策の前提条件としていることである。

日本は、韓国と社会経済的な統合に近い形に持っていきたいという強い政策的な意志を持ち、それ

が自由貿易地域構想になり、海底トンネルを掘りたいという希望となっている。韓国は、中国ファ

クターがあるにせよ、日韓関係を、社会経済的に、場合によっては安全保障を含めて、強化する意

志をもっている。金大中政権になって初めて海上自衛隊と韓国海軍の共同海難救助訓練が実現した。

これは金大中だからできた政治的決断であり、韓国の中国を含めた北東アジアでの経済圏と政治的

な枠組み作りの大きな柱となった。 
・ロシア・ファクターも考えたい。沖縄にプーチンが来る時に平壌を経由して来日したのがシンボリ

ックな動きであった。また、金正日があれだけ長期にわたってロシアに滞在したのは何かを象徴し

ているという印象を持つ。南の大統領選挙まで当面政治が動かないということがあって、ブッシュ

の対朝鮮半島政策にあっても北は動きにくいという情勢があり、ロシア・ファクターが当面動かな

いでよいという保証を与えている面があるのかないのか、最近の平壌の情勢として、市内の電気等

の状況がかなり安定してきつつあり、これらはロシアからの援助があるのではないか、 
・93～94 年の核危機のときに、北朝鮮への送金が問題視されるようになり、その前後からパチンコ業

界や総連の資金的な流れに対する監視が強化され、北朝鮮への資金の流れに打撃が加えられたと聞

いている。さらに長期不況が追い打ちを掛ける状態となっていると考えられる。ロシアはプーチン

政権になってからアジア外交を活発化させている。その中心が中国と朝鮮半島である。北朝鮮がロ
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シアに対して一番期待をかけているのは旧式化した兵器の更新である。しかし、ロシアは徹底した

キャッシュベースによる貿易を主張しており、なかなか折り合いがつかないでいる。そこで韓国は

米国の反対でうまくいかない北への援助を、韓国のロシアへの債権 17 億ドルを活用してうまくや

ろうと議論しているところである。ロシアはいろいろとプランを活発に議論しているが、なかなか

具体化していない状況にあると考えている。北の老朽化した工場や鉄道をロシアの援助で現代化す

るプランを韓国との連携の形で協議を続けている。 
 
（３）報告（中国） 
中国国内における国際認識に関する議論や対外戦略論の動向について、9・11 テロ事件以降の動き

を意識して報告する。 
 テロ事件以前であるが、要約すれば、以下のようになる。冷戦終結の前後、中国は冷戦後には多極

化過程が長期にわたって続くものと考えてきたが、湾岸戦争によってその考えに冷水が浴びせられた。

そして出てきたのが一超数強の認識である。これは、中国にとってはそれほど悪くない状況と考えら

れていた。一極化や西側諸国の共同覇権体制よりはマシであり、特に東アジアは多極的になっている

ために十分許容できると考えていたのである。 
 その後、中国国内においては、興味ある議論が起こっていた。多極化は 21 世紀初頭にかけて急速

に進むという意見が政権周辺から出てきた反面、一超数強論が依然として主張されており、両者が明

確に対立したのである。ここに、二つの認識が併存する状況が出現した。実際には、一方が建前で一

方が本音なのかもしれない。また、戦略的には多極化を認識しながら、戦術的には一超多強の現実を

見ておくということかもしれない。その現実認識に立てば、多強のメンバーとの関係を強化していく

ことになる。1996（平成 8）年の日米安保再確認への反発はこのことと関連していると考えられる。 
 次に 9・11 テロ事件以降についてである。 
 まず、90 年代末になると、アジア各国における 97 年の通貨危機や 99 年のコソボ紛争などがあり、

この中で多極化論は後退していくことになった。多極化と一極化とがせめぎ合っているという認識へ

と変化したのである。そこへ 9・11 テロ事件が発生した。 
 テロ事件以降の中国には、事件に関する定説が出ているわけではないが、次のような議論が登場し

ている。第一には、テロリズムが世界の軍事情勢に影響する最大の要素になったというものである。

米国の対テロ戦争への世界的な支持が得られたことは米国史上初のことであるとし、また、テロの攻

撃手段の多様化を説くものである。第二の議論は米国の「一超」の地位が修復され強化されたという

ものである。対テロ戦争遂行によって米国の主導的地位が向上し、冷戦後の軍事態勢の収縮傾向が逆

転したとする。第三には、特に対テロ作戦において、新しい戦争形態が形成されつつあるというもの

である。戦争概念が内包する範囲が拡大する一方で、メディアによって戦闘行為が多数の人々の目に

さらされることとなり、その結果として戦争に対する制約もまた課されている。交戦と外交、そして

人道援助が同時並行しているといった特性が指摘される。そして第四には、根本的な変化ではないが、

軍事バランスへの衝撃となったというものである。ロシアの戦略的収縮に対して、NATO は共同防衛、

域外軍事活動に乗り出した。日本の軍事力がインド洋に向かい、ドイツも軍事的発展の新しい一歩を

記した。また、米国の脅威認定が現実的な脅威から破綻国家などに対する潜在的脅威へと転換するこ

とで、戦争の定義が無限に拡大することが懸念されるといった議論がなされている。さらに、上記の

NATO のグローバル化への反対論が力を失っていく。アフガニスタンは NATO の東方拡大と日米同

盟の接点であり、アフガニスタンにおける米軍の存在は、米国のグローバル戦略上有利な事態である

といった内容を含んでいる。 
 次に、日本の対テロ支援特措法への中国の反応である。 
 外交部のスポークスマンの反応は、判で押したように、日本の過去の歴史にも関わる敏感な問題で

あるから、慎重に対応して欲しいというものである。一方でメディアは少し極端で、「新突破」とか「転

換」といった表現を用いている。例えば、自衛隊の活動範囲が無限に拡大し、自衛隊の戦時派遣の先

例となった。特措法によって専守防衛体制を放棄し、集団的自衛権に踏み込んだといった調子である。

また、小泉首相は、今回の特措法についての説明を行うために訪中したが、蘆溝橋において日中戦争

に対する反省の意を表明してから首脳会談に臨んだ。江沢民主席の反応は、戦闘行為は行わないとい
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う小泉首相の説明を理解しやすいものだと評価する一方で、アジアにおける日本への警戒心に注意す

るようにとしていた。朱熔基首相も、自衛隊の活動の海外拡大には慎重に対処して欲しいというに止

まった。これらは、メディアの報道とは距離をおいたものである。他方でメディアでは、特措法につ

いての首脳会談については特に報道されず、蘆溝橋における謝罪のみが報道されていた。 
 最後に、最近起こっている新しい対外戦略論争をご紹介したい。これは柔軟路線から強硬路線まで

含んだものである。 
 まず、「弾力的現実論、プラグマティック路線」ともいうべき戦略がある。例えば、広州で発行され

中国インテリにも注目されている媒体である『南方週末』に掲載された葉自成、馮茵の｢現在の米中関

係の八大特徴｣がそれであり、注目すべき内容が含まれている。そこでは、米国は覇権主義ではあるが、

合理的に自己利益を追求するのは大国として当然であると主張されている。そして、米国の対中圧力

にも一定の合理性があり、その圧力を中国の内部改革の動力にすべきであるとまで言う。公開メディ

アでこのような議論が出ていることは注目してよい。もっともミサイル防衛問題に関しては必ずしも

柔軟とはいえない。この問題に関しては、中国は ICBM 等の増強で対応すべきだが、その際には、ソ

連と同じ道、すなわち、米国との軍備競争という愚を冒してはならないと主張していた。 
 もうひとつの戦略は悲観的現実路線ともいうべきものである。例えば、人民日報が作っているホー

ムページ『人民網』の軍事論壇に出ている伏波の「中国外交戦略の考察」がその路線のものである。

昨年の暮れに発表されたこの論文は非常に長いものだが、要約すれば伝統的リアリズム戦略を主張す

るものである。こうした悲観的な現実主義戦略もメディアには登場している。ここでは、以下のよう

な内容が書かれている。中国は四方から敵に囲まれている。冷戦後から今日に至るまで米国は「一超

独覇」を強化しており、多極化は不可能である。また、東には中国に敵意を抱く日米同盟があり、日

米両国は西太平洋において中国を封じ込めることに共通の利益を有している。米国は人道擁護をイデ

オロギー的な武器として、また、貿易と投資を餌にして他国の経済的対米依存度を高め、自らに敵対

的な同盟を弱体化させている。力を増しつつある中国を米国が潜在的な敵と見なすのは当然であり、

米中間の戦略的パートナーシップの構築は難しい。このような内容が示されている。つまり、中国が

拠るべきは強固な軍事力であるとして、現在の柔軟な外交政策を批判しているのである。 
 これらの二つの戦略に関する主張はお互いに名指しで反論しあっているわけではないが、相反する

議論が出ていることは留意してよい。中国は現在は、柔軟でプラグマティックな対応を外交上採って

いるが、国内の力のバランスが変わるとそれも変化するかもしれない。 
 
（４）討議 
○上海協力機構とユーラシア 
・ 中国のメディアが日本を「新突破」の時代といっていると報告があったが、それはある意味では正

しいと思う。これは日本だけに止まらないだろう。今や世界全体が「新突破」「転換」の時代となっ

ている。 
・ 報告の中で、「アフガニスタンが、NATO、あるいはヨーロッパ、そして日米同盟のせめぎあいの接

点である」と指摘されたが、これは中国に固有の考え方ではない。例えば、ブレジンスキーの『グ

ランド・チェスボード（Grand Chessboard）』を見ると正にこの考え方を示していることから見る

と、戦略的に物事を考えるときには、これは一般的な地政学的な考え方であるように思う。 
・ 9・11 テロ事件以降の中国の国際的なスタンスについてであるが、上海協力機構が発足してしばら

くは、中露及び中央アジア諸国は「米国の一極支配に対抗する。あるいは、米国のミサイル戦略に

対抗する」という重要な柱のもとに中露が結びついていた面があると思う。その意味で、2000 年 7
月の沖縄サミットでは、プーチン大統領は、北京及びピョンヤンを回って沖縄に飛んだが、象徴的

であった。しかし、この 9・11 テロ事件の後、状況は劇的に変化し、上海協力機構は質的に変化せ

ざるを得ないと思う。最近の報道によれば、中国とロシアを除いた形で中央アジア協力機構ができ

たということである。これは、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、カザフスタンであ

るが、このような状況のもとで、中国は、この上海協力機構に今後どのような形で関わっていくの

か、あるいは戦略的に、ロシア及び米国との関係を、中央アジア問題あるいはアフガニスタン問題

と絡めて中国がどのように考えているのか、注目したい。 
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・ 中国を訪問した際に、上海の関係者に尋ねたところ、ある意味では中国側も冷めているというか、

ある意味では強がりなのかもしれないが、彼の回答は、「上海協力機構は同盟ではなく、新しい形の

国際関係であると設立当初から言っている。我々はソ連との同盟で苦い思いをしているので、そも

そもロシアにはたいした期待をもっていない」ということであった。すなわち、9・11 以降、ロシ

アが中央アジアにおける軍事基地の使用を米国に対して認めたということは、中国から見ると歓迎

できることではないが、中国の側の反応は「そもそもロシアには対して期待をもっていない」とい

うこと、そして、これはある意味では、希望的観測であるのだが、「米国の駐留は、基本的に短期的

なものになる」という反応であった。 
・ 中国が、この上海協力機構に今後どのように関わっていくのかということに関しては、ロシアが当

初の期待を裏切るような行動をしていたとしても、やはり、中国とロシアが主導権を持ちうる数少

ない国際機構であるということ、さらに、上海という名称が冠せられていることから、中国として

はそれなりに大事にしていくと思われる。ただし、一方で、この機構に対して大きな期待は持てな

いという冷静な判断も行っているのではないかと思う。 
 
○二つの対外戦略論 
・ 「弾力的現実主義論」と「悲観的現実主義論」という考え方について、米国でも、テロ問題をどう

扱うかという時に、「柔軟な」リアリストにしろ「ハードな」リアリストにせよ、「安全保障問題と

は国家間の問題であって、テロをどの程度重要視するかについては、考え方によって異なるのもの

の、特にリアリストにとっては、テロはあまり重要ではない」という議論がある。中国においても、

二つの現実主義があるということで、テロ問題がどのように捉えられているのか、興味深い。また、

最近中国が軍事予算を増大していく中で、計算方法によっては日本の防衛費より大きいとか小さい

とかいう議論もある。このような議論と、この違うタイプの現実主義の立場からどのように解釈し

たり、あるいは更なる増額を求めたり、あるいは減額を求めたりすることに関連があるのだろうか。 
・ テロ問題に関しては、「弾力的現実主義論」と「悲観的現実主義論」、この二つの対極的な議論は、

対米関係を中心に整理したものであり、はっきりした回答はむずかしい。ただ、「弾力的な現実主義

論者」あるいは「プラグマティスト」たちは、このテロ問題に関して「いかにして米国との共通利

益を確保することができるか」ということに関心を抱いている。また、いわゆる「伝統的なリアリ

スト」たちは、「米国がこのテロ問題を利用して、いかにして世界に対して覇権を拡大していくのか」

というところに関心の中心を置いている。こうした違いはあるだろう。軍事予算との関係について、

特定の金額あるいは総予算に占める比率と、どちらかの立場がリンクしているというような議論は

しにくい。どちらかというと、「弾力的な現実主義論者」は「軍事予算の拡大は経済成長の範囲に止

める」として、軍拡によって経済が疲弊しないような配慮を重視するのに対して、「リアリスト」た

ちは「少々経済的な困難が伴っても、軍備拡大をしっかりやっていこう」というのニュアンスの違

いがあるかと思う。予算の額にもある程度反映されるとは思うが、具体的には、装備の質と量を巡

る議論において違いが出てくるだろうと考えている。 
 
４ 米軍のプレゼンスについて（平成 13 年 12 月 12 日） 

（１）報告 

 9 月 30 日に米国の『4 年毎の国防見直し（QDR）』が発表された。この QDR を中心に東アジアに

おける米軍のプレゼンスについて報告する。 
 冷戦後の米軍プレゼンスについて、前回の 97 年版 QDR に「海外展開は地域の安定を増大させる」

と述べられているが､ソ連の脅威が存在しなくなった中で、前方展開は地域の安定に大きく重点をシフ

トさせた。米軍の前方展開兵力の規模は削減されたが、「欧州およびアジア・太平洋地域の両方に、そ

れぞれ約 10 万人の兵力を維持」するという水準を維持してきた。この時期における米軍の戦力計画

の基本的な考え方は、世界において大規模な地域紛争が発生する蓋然性が最も高いと考えられた朝鮮

半島および南西アジア地域を念頭におき、ほぼ同時に発生する 2 つの大規模戦域戦争（MTW）へ対

処するものであった。 
 では今後の米軍の前方展開の役割について、今回の QDR に基づいて見てみると、まず、将来の米

 41 
 



軍の前方展開の目的として、地域における好ましいバランスを維持すべく、地域に適合した兵力を前

方展開するという趣旨の記述がなされており、その目的は引き続き、地域の安定ということにある。 
 前方展開のあり方を見るため､軍事力整備の考え方に関する記述を見てみると、「冷戦後は、特定の

地域における特定の敵に対する軍事力を整備することは不可能」であり、このような「予測不可能な

危機において、様々な種類の能力を持った敵に対応する必要がある」と述べられている。これは、そ

れ以前において 2 つの特定の地域における紛争対処が主として念頭に置かれていたこと、および 9・
11 米国同時多発テロの事例を考え合わせれば、考え方の変化を示唆するものと理解できる。 
 このような認識の下、戦力計画の焦点については、「米国の戦力計画の焦点を、北東アジア・南西ア

ジアという 2 つの特定の地域における地域紛争での最適化を目指すことから、地理的、機能的にあら

ゆる範囲にわたり強靱な戦力を構築することへとシフトさせることを目指す」と記述されている。戦

力計画の基礎を、過去のような特定の脅威に焦点を置いた「脅威に立脚した(threat-based)モデル」

から、敵が用いるであろう様々な能力に焦点を置いた「能力に立脚した(capabilities-based)モデル」

へとシフトさせるとされており、米国は、従来の 2MTW 的な考え方からの脱却を図りつつある。 
 このような軍事力整備における考え方のシフトは、前方展開のあり方に関する考え方の変化につな

がるであろう。 
 前方展開のあり方に関する記述についてみてみると、「アクセスの困難な地域からの挑戦を考慮す

る必要がある」と指摘し、「米軍により大きな柔軟性を与えるための海外への基地展開を進め、このた

め、西欧および北東アジア以外に新たな基地や拠点を確保する必要がある」と述べる一方、「西欧およ

び北東アジアの緊要な基地は維持しつつ、他の地域における事態に対する戦力投射のためのハブとし

ての役割を追加する」とも指摘している。 
 よって、今後の米軍の前方展開のあり方としては、朝鮮半島と南西アジアにおける紛争に焦点を置

いた前方展開から、どこで発生するか分からず、場合によっては今回のアフガニスタンの例にも見ら

れるように、アクセス困難な地域において発生するかもしれない紛争に幅広く備えるために、従来よ

りも柔軟性を増すような前方展開へシフトしていくだろう。そして、そのために必要となるのは、新

たな基地や拠点の確保とともに、従来の基地についても、兵力を様々な地域へ投射するためのハブと

しての役割を重視するということである。また、「平時の海外における活動の焦点を安全保障協力に置

く」との記述もあり、前方展開戦略の中で、同盟国の果たす役割に一層の重点を置いていくことも示

唆されている。 
 今後の東アジアにおける米軍の前方展開はどうなるのかを考えるために､今回の QDR がアジアの

安全保障環境をどのように認識しているかについて見ておきたい。アジアについては、「中東から北東

アジアに伸びる広い不安定な弧に沿って、興隆・衰亡する勢力が混在している」と述べるとともに、

また、「大きな資源基盤を有する軍事競争者が登場する可能性がある」と指摘している。後者について

は、97 年版 QDR にも同様の記載があり、おそらく中国のことを示唆していると考えられる。このよ

うに、アジアについては、いろいろな意味での不安定さが存在していることが強調されており、その

意味において、アジアは、先ほどのような「予測不可能な危機において、様々な能力を持った敵に対

応する必要」が生じる可能性の高い地域であると考えられていると思われる。今般のアフガニスタン

の状況もこの地域で発生した予測不可能な危機の一例として位置づけられよう。 
 また、「アジア戦域においては、地点間の距離が広大であり、米軍の基地や中継施設の密度も低い」

との認識も述べられている。これは、アジアにおける前方展開が引き続き重要であることを根拠づけ

るとともに、アクセスの困難性の問題や、新たな拠点等の確保の必要性、従来の基地に対しハブとし

ての役割を追加する必要性などが、アジアにとって今後の重要な視点であることを示唆しているとい

えよう。 
 以上述べてきたことをもとに、東アジアにおける米軍の前方展開の将来を予測してみると、まず、

朝鮮半島の脅威は消え去っていないことも踏まえ、米国は今後、朝鮮半島の不透明な情勢等をにらん

で、東アジアにおける前方展開は維持しつつも、北東アジアの基地については、他の、よりアクセス

が困難な地域への展開のためのハブとしての役割を増大させるものと考えられる。 
 他方、今回の QDR が、先ほどふれたように「アジア戦域においては、地点間の距離が広大であり、

米軍の基地や中継施設の密度も低い」ことを指摘し、また、「北東アジア以外に新たな基地や拠点を確
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保」すると述べていることから、北東アジア以外のアジア地域においても、新たな基地や拠点が確保

される可能性がある。 
 なお、規模の面では、不透明な朝鮮半島情勢等の要因から、東アジアにおける米軍の大規模な削減

は当面ないと考えられるものの、本年 1 月に発表された 2001 年版米国防報告において、従来の国防

報告に見られた東アジア・太平洋地域への 10 万人の前方展開を維持するとの記述が「高度な力を有

する相当の(significant)戦力を維持」するとの記述に変更され、これ以降、米国の公式文書に 10 万人

との記述が見られないことからも推察されるとおり、米国は今後、東アジアにおける前方展開の規模

について 10 万人という固定した数値を重視するのでなく、求められる任務に応じて柔軟に対処して

いくことを企図しているものと考えられる。 
 また、東アジアにおける前方展開兵力の内容に関しては、アジア戦域という広大な距離の中での兵

力運用の柔軟性を高めるため、前方展開戦力の重点を海空戦力にシフトするとともに、今回の QDR
で重視されている戦力投射能力を高めるため、部隊の機動的運用の観点をより重視する可能性がある

と思われる。 
 これらのことは、「西太平洋における、空母戦闘群のプレゼンスの増大や、さらに 3～4 隻の水上艦

艇や SSGN の母港の確保を検討」あるいは、「太平洋、インド洋およびアラビア海における緊急事態

への対応のための基地の確保や、アラビア海および西太平洋における作戦のための給油と後方支援施

設の確保」等の記述が今回の QDR に見られることからも予想されるところである。 
 今回のアフガニスタンにおける作戦に際しては、北東アジアに配備されている米軍も、空母キティ

ーホークの同海域への展開に見られるような様々な動きがあったが、いずれにせよ、予測不可能な危

機に対処するための兵力の柔軟な運用という観点は、東アジアにおける米軍の前方展開のあり方にお

いて、ますます重要性を増していくものと思われる。 
 まとめると、米軍は今後、兵力の柔軟な運用に資するよう、機動力の確保、およびそのための中継

基地の確保、従来の基地へのハブ的役割の付加、海空軍力の重視といった観点を中心に、東アジアに

おけるプレゼンスを再構築することを企図していくものと考えられる。ただし、米国が関与政策を維

持し、朝鮮半島の情勢が不透明である限り、東アジアから大規模な兵力の削減を実施する可能性は低

いと考えられる。 
 
（２）討議 
○沖縄駐留米軍 
・ 一部の論者の間で 9・11 テロ以降米軍プレゼンスの意味が変わった、その証拠として在沖縄海兵隊

は「不朽の自由」作戦に参加していない、同作戦には米本土や地中海の海兵隊を投入したのであり、

沖縄の前方展開の必要性が低まったのではないか、という見解がある。しかし、そうではなく､在沖

縄海兵隊を動かさなかったこと自体がこの地域の重要性を示している。ある米軍関係者から聞いた

ところでは、在沖縄米軍を動かすと、代替部隊を沖縄に移駐させる必要が生じる、そのため他の米

軍をアフガニスタンへ派遣したとのことである。沖縄の米軍はこの地域のための前方展開部隊で、

他の地域へ派遣するための米軍ではないのではないのか。 
・ 今回のアフガニスタン作戦の中心は海空軍力であり、地上部隊についても特殊部隊に限られるため、

在沖縄部隊はあまり該当しなかったと見ることができる。今後の脅威として予測不可能な多様な事

態に対処するということは在日米軍の必要性低下には結びつかない。他方沖縄にある陸上部隊のプ

レゼンスは、この地域における抑止力としての意味合いが強いので、地上部隊の大規模な移動は抑

止力の低下に繋がりかねないが、海空戦力については柔軟な運用によって部隊の移動を速やかに実

施することができる。QDR でも、予測不可能な多様な事態に柔軟に対処するために、海空戦力に

シフトしていくとともに、前方展開している部隊は、その地域の抑止力であるとともに、ハブとし

ての役割も負うことになると述べられている。いろいろな地域で生じる予測不可能で多様な事態に

対処するためには、ヨーロッパと北東アジアに集中している前方展開基地は方向性としてハブとし

ての機能を整備していくことになろう。 
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５ 日本の防衛政策の方向（平成 14年３月８日） 

（１）報告 

我が国の安全保障政策についてどのような切り口で見たらよいのかという点について、暫定的であ

るが、報告する。 
 まず、現在までの流れを平成 7 年の「防衛大綱」から見るのが適当だと思う。平成 7 年の「防衛大

綱」は、19 年前の大綱に代わる新しいものである。平成 7 年の大綱の特徴を要約すれば、この大綱は

「我が国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空白となって我が国周辺地域におけ

る不安定要因とならないよう、独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力を保有するという『基盤

的防衛力構想』を取り入れたもの」である。つまり、基本的に「基盤的防衛力」であり、それは旧大

綱と何ら変わっていない。また、①防衛力のコンパクト化と②新しい役割の明確化が謳われているの

が特徴である。これは大綱のⅢの 4（防衛力の役割）に示されている。「我が国の防衛」は元々の役割

であり、当然であるが、その他に「大規模災害等各種事態への対応」と「より安定した安全保障環境

構築への貢献」が明確に規定された。ちなみに大綱のⅢの 4（防衛力の役割）の「大規模災害等各種

事態への対応」が謳われた箇所で、「周辺地域」という言葉が使われ、周辺事態の概念が出されている。

「より安定した安全保障環境構築への貢献」は、PKO などをしっかりやっていこうという意味である。

また、大綱の「我が国の防衛」が記されている(1)アの最後の部分では、核については米国の抑止力に

依存することを明言している。 
 次に平成 8 年の「日米安全保障共同宣言」である。この 5(b)において、ガイドラインの見直しが示

された。これは 2 カ国間（バイラテラル）の関係である。さらに、共同宣言は、その後の部分でリー

ジョナルな問題とグローバルな問題について触れている点が特徴である。平成 9 年の新ガイドライン

の一番の特徴は、周辺事態に関して事細かに書かれている点である。このガイドラインをもとに、平

成 11 年の周辺事態安全確保法が作成され、新防衛大綱以降の流れが完結したことになる。 
 新しい「中期防衛力整備計画」は平成 12 年に閣議決定された。ここでは、Ⅳその他の 1 に、将来

の防衛力の在り方について検討を行うことが示されており、この検討において、平成 7 年の防衛大綱

をどのように見直すかが最大の課題となろう。この問題をどのように見るのかということにつき、暫

定的ではあるが考えてみたい。 
 第 1 は「ナショナル」「リージョナル」「グローバル」である。平成 8 年に出された日米共同宣言、

前年の平成 7 年に作成された防衛大綱ともに、「ナショナル」「リージョナル」そして「グローバル」

な問題に触れている。周辺事態安全確保法の立法の過程で、「周辺」とは地理的にどこを指すのかが議

論となったが、我が国周辺とは、日本一国（「ナショナル」）のことでもなく、しかし世界全体（「グロ

ーバル」）なことでもないもの、すなわち両者の中間的なことはすべて「リージョナル」ではないかと

考えられる。その点では、地理的な範囲に関する議論にはあまり意味がないのではないか。 
 第 2 は地域安定への積極的関与の問題である。防衛大綱Ⅲの 4 の(2)にいう「我が国周辺地域におけ

る平和と安定」をどのように実現するのか。つまり、東アジア地域の平和にどのように寄与していく

のかがこれからの考えるべき問題である。例えば、戦争のおそれといった問題を別におけば、海賊や

不法入国、麻薬取引といった国境を越えた国際的問題をどのように協力して扱っていくのかを考えな

くてはならない。 
 第 3 は扱うべき対象である。今まで、自衛隊の対応すべき対象は通常兵力であった。核兵器、大量

破壊兵器、ミサイルによる脅威はすべて核でくくって、米国に依存するとし、生物、化学兵器はそれ

に対して防御するとしてきたが、今後ともこのように区別して論じ続けることは適当だろうか。ミサ

イルにしても、搭載する弾頭は核、生物、化学兵器と通常弾頭があるのであって、核は米国依存と単

純に言い切れるものではない。また、他にも、生物兵器に核兵器で対抗するということも考えるべき

問題である。同様に、ゲリラ・コマンドについても、防衛出動や治安出動、これらに入らない場合な

どがありえようが、今後ともこうした既存の切り口で扱ってよいのだろうか。サイバー攻撃について

は、そもそも自衛隊が対応する分野であるか否かも問題となろうが、国家の安全保障を考える際には

問題となってくるだろう。 
 次に中国の問題である。中国をどのように理解して対応すべきか。これは米国のペンタゴンにおい

ても脅威となるのか否かについていろいろな見方があるようである。いずれにせよ、実体がどうあれ、
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中国をどのように説明していくかが問題となるように思われる。 
 第 4 は日米関係である。日米関係についてはいろいろな切り口はあるだろうが、結局役割分担の問

題ではないかと思っている。現在までは、アジア地域において、日本のことは日本が、その外ではア

メリカがというものが原則だったと思うが、これからは、日本以外の問題についても日米両国がどう

役割を分担するかが大きな検討分野になっていくと思う。例えば、地域安定の分野やミサイル防衛分

野、そして輸送分野などにおいても両国間で議論があってよいと思う。 
 最後に第 5 として、既成概念のスタレというものが挙げられる。これは、今直ちに問題となるとは

思わないが、重要な問題であると思う。防衛庁・自衛隊は国家を防衛するというが、その守られるべ

き国家とは何か、ボーダーレスといわれる時代に守るべきは何かということである。また、自衛官に

しても、現役の自衛官は自分を典型的な軍人と思っているだろうが、そのような既存の定義でよいの

だろうか。募集の始まった予備自衛官補についても、彼らは自衛官の経験がない人たちであろう。つ

い、従来の考え方で長髪は困るなどと思いがちだが、実力さえあればそうとは言えない面もある。例

えば、外見はだらしなくても、サイバー攻撃に対する組織保全についてパソコンを叩かせれば卓抜し

た力を発揮してくれるのであれば、制服が似合って敬礼が上手いことよりもよほど有効なのではある

まいか。基地等の警備についても、民間の警備保障会社を活用することも考えられる。装備品につい

ても、すべて防衛庁が調達して物品としてもっていなくてもよいのではないだろうか。米軍の場合、

リースで航空機を借りる場合もある。さらに、抑止概念に関して、米軍は、普通ならば通常のディフ

ェンスに入りそうなミサイル防衛も含めているなど、既存の概念が変化しているようである。RMA
に関しても、従来とは異なる大規模な規模での指揮系統が考えられる。これなども既存の概念のスタ

レになるのではないか。 
 また、法制の問題もある。自衛隊の任務規定が次々と追加された結果、防衛法制はつぎはぎだらけ

のパッチワークのようになってしまった。これをどうするかという問題がある。 
 そして最後に、アメリカの中に、日本のリーダーたちに反米とまではいかないが非米的要素が出て

きたのではないかという意見があるようだ。例えば、テロ対策特別措置法の中に「我が国自身の安全

の問題として主体的に」という言い方をしている。結果として対米支援の要素があるのだが、法律を

読む限りは直接に米国を支援するとは出てこない。こうした問題は今後どのようにしていくべきなの

か検討したい問題である。 
 
（２）討議 
○大綱の意義 
・ 現行の大綱は、確かに「既成概念のスタレ」部分が結構たまってきていると思う。これを変えてい

く際の議論なのだが、国民が現行の防衛大綱をどの程度理解しているのかと考えてみると、防衛専

門家の間ではともかく、国民全般がよく理解しているとは思えない。しかし、大綱というものは非

常に大切な文書であり、防衛基本法がない現状では大綱がこれに代わっているという形である。こ

こで、どこの点が国民に理解されていないのかといえば「国家は、どういうときに力を使うのか」

という部分である。いわゆるユース・オブ・フォースの議論である。国益が衝突する、あるいは日

本国民が大量に殺戮されるような場合、通常は外交的手段、政治的手段、あるいは経済的手段を用

いる。このように様々な手段を用いるが、それでも駄目だというときの最終的な解決力として我が

国が防衛力を使用する。では、それはどのような時なのか、これが国民に明確に示されていないと

思う。これを明確にすること、すなわち、このような場合には、我が国は「力」を使用せざるを得

ないのだということを明確にすれば、理解してくれる国民も出てくると思う。それでも「力」の使

用は憲法に反するというときはどうするのか。そのときは米軍にやってもらうしかないとか、この

ような議論を整理したようなものを大綱に置くべきではないだろうか。 
・ 現大綱において「軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空白となって我が国周辺地域にお

ける不安定要素とならないようにする・・・」と言われているが、その意味するところが非常に分

かりにくい。もう少し積極的な表現を考えるべきだろう。 
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○核兵器の役割 
・ 報告では、核、WMD（大量破壊兵器）あるいは弾道ミサイルのうち、核については米国の核抑止

力に依存するとして、他の WMD 及び弾道ミサイルと分けるべきだという考えであるが、一方、米

国内において化学兵器や生物兵器の使用を抑止する上で、核兵器の役割をどのようにとらえるべき

かという議論がなされている。この議論を積極的に政策の中に織り込み、核兵器によって生物兵器、

化学兵器の使用を抑止することを是認する方向を採るべきだということであろうか。もしそうであ

るならば、国際政治上の核兵器の役割をある意味で拡大することになる。我が国が展開している国

際的な核軍縮政策との関係をどう考えるべきなのだろうか。さらに、これと関連して、化学兵器や

生物兵器の使用を抑止する上で自衛隊が果たすべき役割をどう考えればいいのだろうか。WMD が

使用された場合の対応についてであるが、現在、米国では、いわゆるコンシクエンス・マネージメ

ント（帰結管理：consequence management）が盛んに議論されている。すなわち、WMD が使用

された場合の混乱や被害を局限するための避難措置などについて、軍、特に州兵や予備役の役割を

拡大すべきとの議論である。我が国の自衛隊についてはどうだろうか。 
・ 米国の核抑止力に依存するという方針については、米国の核抑止力に依存しているのは核の脅威だ

けではない。この意味で、生物兵器あるいは化学兵器の使用の脅威についても、核抑止力を含めた

米国の軍事力全体に依存していたという面があると思う。今後考えるべきと思うのは、例えば、ミ

サイル防衛を考えるとき、核弾頭についてもディフェンスする能力を持とうとすれば、少なくとも

「核の脅威については米国の核抑止力に依存する」という単純な一文では終わらなくなるだろう。

すなわち、「我が国の能力を超えるものは米国に依存する」という表現になるだろう。ただ、ミサイ

ル防衛の問題は、核だけを念頭に置いた議論ではなく、運搬手段を撃墜するというものであり、こ

の意味で弾頭をめぐる議論ではない。「コンシクエンス・マネージメント」については、当然防衛庁・

自衛隊が前面に出てくるであろう。しかし、この問題は、防衛庁・自衛隊だけでは対応しきれない

問題である。例えば、自衛隊は化学防護車や除汚車などを装備しているが、これは基本的に自衛隊

の部隊を守るための装備であり、民間人の防護を念頭に置いたものではない。もちろん最近では、

民間人防護という観点から議論が徐々に展開されてはいるが、実際のところはこれからであろう。

また、危機管理の点から言えば、いわゆる有事法制のうち、国民の権利・義務、避難誘導などの問

題も出てくると考えている。 
・ 「核の脅威に対しては米国の核抑止力に依存する」ということで、それ以上は何も考えていなかっ

たということだろう。「生物化学兵器の脅威についても米国の核抑止力に依存している」と報告にあ

ったが、生物化学兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力には依存できないのではないか。ではど

うしたらよいのかということになり、BMD の議論が出てきた。これは仮定の議論であるが、もし

ある国が、米軍の基地のないところであっても日本のどこかに核攻撃をした場合には、米国は間違

いなく核兵器によって反撃をしてくれると思う。しかし、もしある国が、生物化学兵器を米軍基地

がない日本の領土に撃ち込んできた場合、米国は本当に核兵器を使用するかというと、実は使わな

いのではないか。したがって、核抑止力には依存できないと考える。その点で、「生物化学兵器が非

常に大きな問題になってきたときに、我々はミサイル技術の発達とともに核抑止についてもよく考

えなければならない」という考え方に全面的に同意する。その答えとして、「日本が核兵器を持つの

だ」という議論もあるのかもしれないが、このような問題をこれまでほとんど思考停止の状態であ

ったこと自体が問題である。この問題は今後よく考えるべきである。 
 
○「リージョナル」概念について 
・ 報告の中で「ナショナル」「リージョナル」「グローバル」という三つの区分がなされた。このうち

「リージョナル」に関しては、これが例えば周辺事態のようなものを意味するなら、将来的にこの

部分を膨らませたいということなのか。その場合、やはり「リージョナル」は地域的概念であり、

別の表現を用いたほうが良いのではないか。 
・ 「リージョナル」に関しては、何も地域を広げて考えたいということではない。むしろ具体的な地

域を念頭に置くことが必ずしも適切ではないということだ。すなわち、日本一国だけのことではな

く、かといって全地球的規模でもない、ある種の中間的なものとしてのひろがりの中で物事を考え
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ていくことが、「我が国周辺地域」という場合の議論のポイントであると考える。その意味で、それ

がどこなのかという議論を突き詰めていくことにはあまり意味がないと思う。 
 
○既成概念について 
・ 「既成概念のスタレ」という表現があった。その中で、「国とは何か」「国の防衛とは何か」という、

ある意味で根本的な問題提起があった。その趣旨に沿った形で意見を述べたい。憲法との兼ね合い

で、「国際紛争を解決する手段としては、軍事力を保持しない」というラインが、日本の安全保障・

防衛政策のあらゆるところで、基本的なレファランス・ポイントになってきたと考えている。報告

にあった「新しい、国の防衛を超えた領域」という観点から、海賊、麻薬あるいは不法移民などの

領域が、国際紛争を解決する手段の領域、いわゆる憲法 9 条でいう「国際紛争」に入るのか入らな

いのかという問題には議論の余地がある。これまでは、自衛であれば国際紛争を解決する手段の領

域に入らないということで、自衛力、武力の行使が認められてきた。それ以外の「新しい領域」と

は、ある意味で「国際社会に対する共通の脅威」と考えることができる。そうすると、個別的自衛

権の対象領域ではなくなる。したがって、このような「国際社会に対する共通の脅威」という新た

な領域において、日本が武力行使をできるのかどうかということが焦点となろう。ひとつの考え方

によれば、これは憲法 9 条が禁じる領域ではないという議論がありうる。これが、現在米国が行っ

ているテロへの戦いまで一気に踏み込んでいくと、やや無理があるという気がするが、論理的には

そうだという議論が可能である。そうなると、このような領域が開けるとすれば、今後、大綱を考

えていく時に、従来の憲法 9 条の世界、すなわち個別的自衛権の世界での日本の防衛政策のあり方

と、全く新しい「国際社会に対する共通の脅威」という領域での日本の防衛力、軍事力の使い方と

いう二本立ての世界があるように思われる。それらの世界を包摂するような大綱ができれば、「国際

社会に対する共通の脅威に対して、日本は武力行使ができる」ということになる。こうした拡がり

が論理的にはありうると思う。現在、安全保障基本法の議論が非常に活発であり、印象としては、

かなり伝統的な安全保障領域での議論が主流であるように感じる。せっかく基本法を制定するので

あれば、「新たな領域での日本の安全保障的な対応を含めた基本法」という発想があって欲しいと思

う。それがなければ大綱で処理せざるを得ないのかもしれない。 
・ 時代のニーズとして、各国共通の脅威に対して各国が共通して対応することの必要性には、ある種

の正当性なり合理性があると思われる。ただし、このことを我が国が伝統的にもっている法制もし

くは憲法論でいかに説明するかが問題である。説明する上で、いろいろな理屈もあろうかと思う。

例えば、海賊であれば盗人の類であり、いわゆる自衛権の議論は生じない。そこで憲法論はクリア

され、憲法論に入ることなく物事を解決できる余地があると考えている。 
・ 「国にとっての最終的なものが防衛力である」という議論と、「防衛力を使うのは最後だ」という議

論とは異なると思う。例えば、昨年の暮れの不審船に海上保安庁が対応し、漁業法違反として追跡、

射撃した結果、不審船が沈没した。この件に関しては、追跡している側も、これを注視していた国

民も、不審船が漁船で、漁業法に違反して密漁をやっていたなどとは考えていなかったのだろう。

おそらく北朝鮮の工作船だからこそ、このような対応が行われていると思っていたのではないか。

むしろ問題なのは、このような状況に漁業法違反で対応しているこの国の法制が本当にいいのだろ

うかという点である。もし北朝鮮が何らかの意図をもって行動しているのであれば、その対応が海

上保安庁の分野なのか、あるいは防衛庁の分野、つまり防衛力なのかという問題が存在している。

このような点についてしっかりと考えていかなければならない。 
・ 対生物化学テロあるいは対サイバーテロに関して、これまで開催された会議では、確かに国家が中

心になって検討しているが、それはあくまでも犯罪としてのサイバーテロである。将来、ある国家

が、非公然にある国家に対して集中的にサイバー攻撃を仕掛け、鉄道も止まり、原子炉も止まると

いう事態が起こった場合、防衛力の中で、対サイバーテロ能力をどの程度保有し、どの程度の役割

を担うのかということを議論すべきであると思う。これはサイバーテロに限らず、生物化学テロに

ついても当てはまる。現在は厚生労働省が前面に出ている。病理学的にはそうであっても、自衛隊

としてどうするのかという問題がある。自衛隊が生物化学兵器に対応するのは、野戦における自衛

隊に対する当該兵器の使用の場合である。米国では、戦闘区域ではなく、本土でこのような事態が
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起こった時にも、国軍、しかも陸軍が対応すべしと明確に定めている。日本でも、防衛力の対サイ

バーテロ、あるいは対生物、化学兵器テロなどに対しての役割分担を明確にする必要がある。総て

を自衛隊がやる必要はないが、かといって今のようなままでは問題である。例えば対サイバーテロ

など警察が始めているが、よく聞いてみると、結局は、根本は「犯罪」ということで対応している。

対化学兵器テロについても「健康危機管理」と称して、医者の論理でやるとなると問題であろう。

やはり、私としては、防衛庁・自衛隊がどの分野でどのように噛んでいくのかについて、イニシア

ティブをとる必要もあると思う。この点を整理しなければいけない。 
・ 今回のアフガン戦争で分かったのだが、湾岸戦争当時の米軍のテクノロジー、戦法、ドクトリンと

今回のアフガン戦争のそれらとの間には格段の差がある。10 年で全く違う軍隊になっている。一方、

自衛隊がこの 10 年で一体何をしてきたのかと考えると、例えば陸上自衛隊がいかにして人を減ら

すとか、組織再編をやっている。そのことが本当に戦い方に反映しているのかどうかが問題である。

国家の防衛を全縦深で考えたとき、この 10 年でもっとやれることがあったのではないか。したが

って、これから先、時間を無駄にしないことが重要である。また、最近とみに任務の多様化が言わ

れる。確かに PKO も大切だとは思うが、私は、PKO とか災害派遣とかは、既存の防衛力を活用す

ることであって、軍の存在の目的ではないと思う。付加的な装備とか訓練は必要であるが、基本さ

えできていればいくらでも対応できるものである。本当に命のやり取りをする戦闘の訓練をしてい

れば、災害派遣など朝飯前のはずである。そこの点がだんだん崩れていって「国民の期待に沿うた

め」に PKO とか災害派遣とかいっていると、自分たちが本来拠って立つところがなくなってしま

う。その点を明確にして、国家全体を防衛の縦深を考えるべきである。 
・ 防衛力の在り方を考えるときに、既成概念を乗り越える考え方が確かに必要であるとは思う。しか

し、基本的な問題をしっかり押さえた上の新しい着想でなければ却って危険であると思う。先ほど

議論されたように、民間の警備保障会社を活用できるのではないかといっても、これは軍の代わり

にはならない。もし、そのような議論が先走るならば、防衛問題というものは基本的なところが崩

れてしまうと思う。基本を押さえた上で、なおかつ新しい概念が出てくるのはいいことである。 
 
○アウトソースについて 
・ 報告では、「装備品に関してはリースでもよいのではないか」ということであった。もう一歩進んで

人もリースで構わないのではないか。かつて未来学者の坂本二郎先生が述べられた「国鉄を民営化

して効率化を図る」という、当時としては全く無謀だと思われた意見が、現実には JR として民営

化され効率化され、積極的に評価されている。自衛隊が総て民間になるとは想定しないが、総ての

機能を国が賄う必要はないわけであり、いろいろな運用があっても良いのではないだろうか。例え

ば、現在、安全を提供しているのは、自衛隊、警察、そして民間の警備保障会社であり、このよう

に似た事業を展開しているところが存在している。 
・ 「人の問題」については傭兵でもいいのではないか。「国の持つ軍事力とは何か」という根源的な問

いとして跳ね返ってくるものとも感じている。 
・ 将来を考えた時には「軍の任務のアウトソーシング」を進めていかなければならないのではないか

と考えている。現在も、制服でなくてもできる業務がかなり内部に抱え込まれている状態である。

これをどのようにアウトソーシングして、かつ保全を維持するかが問題である。さらに予備役を増

大し、これをひとつの国民教育の場にしていく。3 ヶ月程度の予備役でもよいというように、少し

でも自衛隊の空気を吸った人間を社会に増やしていくことがあっていい。 
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