
 
討議の内容（平成 14 年度） 

 
 
１ 国際安全保障の課題－9・11 後の変化？（平成 14年 6月 3日） 

（１）報告 
「9・11」から少し遡って、冷戦終結後 10 年程度のタイム・スパンで、安全保障の考え方あるいは

安全保障論議の展開を概観する。副題は「概念の変化と連続」であるが、概念そのものが大きく変化

したというのは必ずしも正確ではなく、安全保障という籠なり袋の中にどういうものを入れていくか

が変わった。 
冷戦時代、特に 1940 年代後半には、安全保障の問題は核の問題でありソ連の問題であった。しか

し、冷戦が終わり、ソ連が崩壊して、「何を安全保障というコンセプトを使って議論するか」というこ

とが議論になっている。 
さらに、実態そのものも幾つかの大きな変化があり、従来の冷戦の考え方では、うまく説明のでき

ない湾岸戦争のようなことも起きた。日本が関係する問題として、朝鮮半島問題、これと関連するガ

イドラインの問題、そして、昨年の「9・11」事件をどのように考えるべきかが重大な課題である。

今でこそテロリズムを安全保障の中に入れて考えるようになっているが、従来テロリズムは必ずしも

安全保障のメイン・トピックではなかった。 
安全保障概念については、はじめからきちっとした概念規定があったわけではなく、冷戦が非常に

大きな作用をした。アーノルド・ウォルファーズ(A. Wolfers)が安全保障を「獲得した価値に対する脅

威の不在」と定義している背景には、冷戦と、政治学の中におけるパワー概念の定義と安全保障の定

義が重なっていることがある。ウォルファーズは、アブラハム・カプラン（A. Kaplan）らが示した

パワー概念を引用し、パワーを「相手を動かすために相手の価値剥奪をするか、あるいはそのことを

ほのめかして相手を動かすもの」であると定義し、「お互いがパワーを行使する関係」とは、「お互い

がパワーを行使し価値を剥奪される関係」であり、「価値を剥奪されないためには安全保障が必要であ

る」と論理を展開することによって、セキュリティとパワーの関係を規定している。しかし、その安

全保障の議論が冷戦の影響を受けて、次第に価値を奪うものとしての戦争というところに主軸が置か

れ、価値を守るものも奪うものも戦争あるいは軍事力ということになった結果、軍事力と安全保障と

をセットで議論していくようになった。たとえば、スティーヴン・ウォルト(S. Walt)は、1980 年代に

安全保障を「国家が戦争を防止したり戦争に備えたり、あるいは、戦争を戦うための政策」と定義し

ている。 
 「安全保障概念を構成するもの」については、国際政治学では、安全保障の問題を考えるときに、

国家を一つの単位とする考え方、すなわち、ナショナル・セキュリティという観点から、先ず安全を

守るのは国家であり、しかも、安全を奪うのも国家であるという考え方が出てくる。そこから国家の

「内と外」という問題が出てくる。安全保障の議論をする場合、外からの侵略とか、外部の敵とか言

うことが多いが、敵は外に居るという見方が、安全保障の議論をするときの一つの特色であり、これ

は歴史的にも言える。 
「価値を奪う軍事力」に関しては、価値を奪うものは軍事力だけではなく様々なものがあり、もと

もと、命なり集団なりを襲ったものとしては、疫病や天災の方が遥かに恐ろしかった。しかし、20 世

紀になると、戦争が社会や人間集団の最大の「脅威」になった。安全保障が「脅威の不在」と定義さ

れることから、そのときの脅威の特色が、作為的、敵対的であるということが、後で安全と対比する

ときに、一つの大事なポイントになる。 
冷戦が終わり、冷戦下に作られた安全保障概念がうまく時代にフィットしなくなってきた一つの要

因は、冷戦時代の安全保障概念の背後にある戦争イメージあるいは戦争モデルのリアリティの喪失に

ある。すなわち、第一、第二次の両大戦に適用された全面戦争、総力戦といった戦争のイメージが、

ソ連の崩壊、冷戦の終結によって、なくなったとは言わないまでも、薄れてしまった。 
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「拡散する脅威と危険」については、安全保障の中に、環境問題や AIDS など非軍事的な問題を入

れるべきか入れないでおくべきかという議論がある。安全保障の問題は、一般に「軍事力を使って安

全を守ること、この安全を守ることを安全保障という」と考えられているが、現実には非軍事的な問

題も次第に大きな位置を占めてきている。「非軍事的脅威の再発見」といってもよいが、例えば、

MOOTW(military operation other than war)あるいは OOTW(operation other than war)の問題と

は、ミリタリー・オペレーションが戦争のためにではなくて、他の目的のために軍事組織が使用され

るという議論である。 
「破綻国家の問題」については、従来、直接的に対応することがなかった破綻国家やローグ・ステ

ーツ（rouge states：ならず者国家）などの地域的な問題が、いまや国際的な安全保障問題に発展し

ている。たとえば、テロリズムという形で発展する可能性もある。そうなると、ウォルトのいうよう

にネイション・ビルディングこそが安全保障問題であるといった意識が高まる。 
「内側からくる脅威」とは、「脅威は外からではなくて内からくるのだ」という議論であり、内戦、

社会そして環境問題も該当する。もちろん、いずれも脅威は外からくる場合もあるが、内からもくる

ということで、安全保障を考えるときの根底的なメタファ、すなわち「外に悪いものがあって、悪い

ものから内を守る」という見方だけでは理解できない問題が、1990 年代以降大きくなってきている。 
「レベルダウンする武力行使の形態」については、軍事の問題は依然として大きな問題であるが、

従来の核戦争を想定したような問題ではなく、少しレベルの低い様々の軍事的問題、すなわち、「非対

称戦争」あるいは「テロリズム」の方が、むしろ深刻に受け止められてきている。それに対応できる

ような軍事問題や対応の仕方が、安全保障のこれからの課題として、より重要になる。武力行使の形

態が変化してきた。 
冷戦後、安全保障政策の一つの手段である危機管理及び同盟も変化している。たとえば同盟は、19

世紀から冷戦期にかけては、外に敵を置いた共同防衛あるいは戦争の抑止という機能が中心であった

が、コソボへの対応や、周辺事態を想定して日米安保が 1997 年にガイドラインを新しくしたような

問題へと翼を広げてきている。さらに、危機管理もその範囲が広がり、キューバ型の危機管理あるい

は大国間の核戦争を想定したものから、もっと小規模な難民救済、民主化支援そして災害派遣等を含

むような危機管理の型へと比重がシフトし、同じ危機管理という言葉ではあるが、その中身は非常に

変化している。しかも、アジアでこれから起こりうるのは、軍事的な危機もあるが、民主化や経済の

再建をめぐる、必ずしも軍事的なものだけではない危機やそれらが複合された危機である可能性が非

常に高く、危機管理の仕方が変化してくる。したがって、従来のキューバ危機のようなシャープな軍

事的な危機よりも、複合的な危機が起こる公算が高く、総合安保的なアプローチが危機管理としてよ

り望ましい。 
「安全保障概念のリコンストラクション」については、安全保障の中に、環境や AIDS などを含め

ていく議論もあるが、「安全保障は基本的に軍事力で解決できる問題」であり、他の問題は違うカテゴ

リーに入れた方がいい。冷戦時代の安全保障が思い描いていた世界戦争スキーマ、すなわち、「争覇的

な戦争」というスキーマで安全保障を捉えられる時代は、終わったとは言わないまでも非常に遠ざか

ってきており、いままでとは異なる軍事力の行使が起きている。しかし、安全保障概念がこのように

変化はしているが、安全保障がなくなるとか、あるいは安全保障が必要ではないというのは間違いで

あり、近代国家システムが存在する限り、国家の安全は不可欠であり、ナショナル・セキュリティも

そういう意味では大事なコンセプトである。 
「武力行使正当化の変化」、すなわち「軍事力の使い方」については、軍事力を使う場合、二つの考

え方がある。メタファ論で言われる「厳しい親」モデルと「優しい親」モデルである。「厳しい親」モ

デルは、基本的に国際政治のリアリストが展開してきた議論で、世の中は厳しい危険な所で、しかも

人生とは生き残りをかけたものであり、世の中は善と悪から構成されているという考え方に立ち、悪

に負けないためには自立自助が必要であり、弱さは悪であり、神は自ら助けるものを助け、悪事に対

しては罰を与える。このモデルでは、軍事力は懲罰として位置付けられる。これに対して、「優しい親」

モデルが想定する世界は、相手を気遣い気遣われ、愛し愛されるところである。世界は慈しむところ

である。そこでは、共感が原則で、愛情の絆、尊敬、相互依存が基礎であり、人がして欲しいように、

すなわち、あなたが人からして欲しいように人に対応しなさいという考え方だ。悪事には罰を与える
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のではなく、償いをさせる。このモデルでは、軍事力の行使は、自助できない者への手助けであると

位置付けられる。これは現代のヒューマニタリアン・インターベンション（人道的介入）等を支えて

いる世界イメージである。 
「セキュリティとセイフティの区別」については、次のようなことがいえる。仮にセキュリティを

脅威への対応に限定すると、この対応の仕方は冷戦が終わっても残るが、この対応には二つの考え方

があり、第 1 は軍事的な対応、あるいはそういうもののネットワークとしての同盟である。第 2 は、

デンジャー(危険)への対応で、セイフティ・コントロール（安全を確保するための政策）の問題であ

る。前者が軍事的対応であるとすれば、後者は国際行政的な対応であり、これら軍事的対応と国際行

政的な対応との中間に入るか、その両方にオーバーラップしているのがロー・エンフォースメント(law 
enforcement)的な対応で、具体的には、国際警察や国際治安などのアプローチである。 
いずれにしても、脅威とは作為的であり、デンジャー（危険）は作為的なものではない。敵対的な

ものと、敵対的ではないもの、さらに、その間に中間的なものを入れるとすると、日本がこれから対

応する場合に、この 3 つのうち、どういうところでどういうことを自衛隊としてやれるのかを吟味し

ておくべきである。 
最後に「21 世紀の国際安全保障」については、軍事力の行使とは、クラウゼヴィッツが言ったよう

な、「政治の手段、政治の延長としての手段」だけではなく、国際公共財としての安全あるいは平和を

担保していく手段でもあり、それはグローバル・ガバナンスのためのものである。このグローバル・

ガバナンスの一環として国際安全保障がある。しかし、このグローバル・ガバナンスの一環としての

安全保障は、必ずしも全世界から受け入れられるものではないかもしれない。それは特定の国々の利

益、特に米国を代表とする国々の安全保障利益を確保するためのものであり、「新植民地主義」である

という批判もある。この 10 年間に、安全保障論議の内容が非常に変化してきているが、新しいこと

に目を向けると同時に、国家安全保障を中心とする従来の安全保障の重要性を見落としてはならない。 
 
（２）報告 
 安全保障概念の拡散と整理の問題については、概念の拡散には二つの方向がある。第 1 は主体に関

わることで、国際安全保障、国家安全保障そして人間安全保障という広がりである。第 2 は、環境安

全保障や食糧安全保障あるいは経済安全保障など、イッシュー毎の安全保障である。これに関して、

基本的に、安全保障をかなり狭く考えるべきである。 
「安全保障研究の対象」として、安全保障論がカバーすべき範囲については、国内外を問わず基本

的に社会が共存している状況において、他者はこちらに害を与える能力を持っていて、しかも意図は

よく分からない社会状態の中で不可避的に起きてくる不安の問題とする。すなわち、この不安をある

レベルまで下げておかないと、他の社会的価値を追求する上で阻害事項になるという問題として、セ

キュリティ・スタディズを考えている。特に、制度的な保障がない国際社会において、安全保障が一

つの重要な研究分野になるが、この際、経済安全保障あるいは環境安全保障を論じることは、一種の

カテゴリー・ミスである。 
安全保障問題を区別する基準は、第 1 に、社会的概念による区別で、価格メカニズムを対象にして

いる問題あるいは生態系や自然を相手にしている問題は、基本的に安全保障の研究対象としなくても

いい。第 2 に、脅威が意図的であるかどうかという点で、我々が安全保障政策として対応するとき、

相手の意図に対して、報酬や脅迫をもって影響を与えようとするので、安全保障研究の基本的な対象

は意図的な脅威である。第 3 に、保護すべき主体の優先順位は、結果の重大性の度合いである。単に

結果といってもかなり広く、社会や国家を維持している理念や制度あるいはインフラなどを含んで広

がり、そこで、結果が重大であるという場合、そこには強制力・軍事力が含まれる。 
第 1 の問題である安全保障概念の拡散と整理については、「人間の安全保障概念」については、人

間の安全保障があって、国家安全保障があって、それから国際安全保障があり、同心円に描ける。一

番重要なことは、何よりもまず国際社会の安全を維持する上で一番重要な原理の問題を考えることで、

人間の安全保障を考えること自体はいいとしても、それを主権の上に置いてしまう概念整理の仕方は

まずい。さらに、国際安全保障という概念に関しても問題があり、主要国が協力している場合には、

主要国が責任を負って国際安全保障という概念を考えることはできるが、主要国が対立している場合
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には、結局、国家安全保障の問題に戻ってしまう。すなわち、非常に敵対的なバランス・オブ・パワ

ーの中で考えなければいけない。以上のことから、原理の問題をクリアして、しかも制度が最も整っ

ている部分、すなわちナショナル・セキュリティという部分を中心にして考え、そこを中心にして人

間の安全保障も国際安全保障も考えていくべきである。 
第 2 の問題である「9・11 以後の変化」については、安全保障をなるべく狭く限定すべきであると

考える理由は、防衛庁の中で安全保障を考えるときに、厚生省的な関心だとか、警察的な関心まで全

部取り込んで議論する必要はないからで、どこまで安全保障の問題なのかということを常に仕分けし

て議論をしなければならない。 
「9・11 事件後の国際政治の変化」として、安全保障の考え方の大きな変化は、第 1 に、この事件

は加害者が国家ではなく、犯罪であったという意味では警察的行動ということになるが、それに対し

て自衛権を発動して戦争を行ったという点である。その結果として、捕虜の扱いの問題のような、様々

な不都合な状態や、うまく議論を整理できないことが起きている。非国家が主体である犯罪に対する

警察的行動と戦争とが一体化している問題があり、これからも増えてくる。 
第 2 の変化は、テロへの対応の問題で、今回のアフガニスタンでの戦争でいきなり変化したわけで

はない。すなわち、湾岸戦争を行い、コソボを経て、今度のアフガニスタン戦争で決定的になったの

は、やはり、米国の軍事的な能力に誰も文句が言えないということ、そして、このような戦争を遂行

できる国が米国以外には見当たらないということ、さらに、中国もロシアも、牽制行動はとっている

が、基本的にはテロについては米国に協力することである。確かに今までもローグ・ステーツやフェ

イルド・ステーツ（破綻国家）の問題はあったが、今回の「9・11」の後、ローグ・ステーツやフェ

イルド・ステーツという問題が国際安全保障への脅威という形で捉えられるようになった。この問題

が国際安全保障への脅威なのだというレトリックの問題と、世界全体の相互依存やグロ－バリゼーシ

ョンが深化し脆弱になっているという議論とが連動している。すなわち、安全保障にかかわる事項が

多くなっていることが、それぞれに連動して先進国の高密度社会を脅かしている。その結果、それが

国際安全保障全体の問題であるとして位置付けられるようになってきていることが、「9・11」後の大

きな変化である。 
現実の政策的な課題として、第 1 に、「単極構造と同盟機能」の課題がある。米国が経済的にも軍

事的にも突出した状況で、同盟というのがどのような意味を持つのかということで、米国の単極構造

が明確になってくると、同盟の問題が常に抱えているところの「見捨てられる、あるいは巻き込まれ

る」という不安が二つの新しい形で表出する。ひとつは、米国の単極の世界政策があり、具体的には、

ブッシュ政権のテロ後の政策が、カウンター・プロリファレーション（counter proliferation：拡散

対抗）と、カウンター・テロリズム(テロ対抗)とにかなり集約されてしまっていることに関連する。

このような米国の単極の世界政策と日本の安全保障とは、必ずしも全部が一致するとは限らない。も

うひとつは、同盟国の対テロ戦争協力の問題で、同盟国として対テロ戦争という名目のもと、国際安

全保障の問題として進められていったときに、果たしてどこまで協力できるかという原則を決めてお

く必要がある。 
 第 2 に、「警察的目的と軍事的手段の問題」で、危機がかなり複合的になってきているという問題

で、警察的な目的に軍事的手段が必要になってきている状況が非常に増えてきている。 
 第 3 に、「国内統治回復の国際行政プログラム」で、これからの安全保障政策の中には、国内統治

の回復を、テロの防止という文脈で組み込んでおかなければならない。これに関して信託統治という

議論もあるが、この議論は、原理上問題であり、また実現の可能性もない。したがって、現在の国際

行政プログラムをもう少し効率的にしていくことを考えていく。 
 集団的自衛権の問題を、日本が対処していくためには、早くクリアして安保政策を整理しておく必

要がある。すなわち、米国の単極状況の下で国際安全保障の問題だというレトリックで、日本の安全

に本当に寄与するかどうか分からないことにまでかなりの部分巻き込まれる危険性があり、現実には、

米国の行動をそれほど警戒する必要はないが、やはり日本の安全と必ずしも一致しない部分が出てき

ている。 
 
（３）討論 
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○テロリズムの国際法上の扱い 
・従来の戦時国際法の下では記述できない「テロリズム」のような現象は、第二次世界大戦中からす

でに現れており、大戦後は主流になっている。第二次世界大戦の末期にできた国連体制の枠組みで

はカバーできない状況が、1945 年ぐらいの段階から続いている。第二次世界大戦末期のサンフラン

シスコ会議の中で出てきた自衛権の規定は、国から国に対する攻撃を念頭に置いていた。しかし現

実には、第二次大戦が終わったといっても「正規兵レベルでの終戦」であり、民族解放戦争とか植

民地独立という形での「非正規兵レベルでの戦い」が続いた。伝統的な国際法の下では、この「非

正規兵レベルでの戦い」は、テロリズムとはいわないまでも、非正規戦あるいは非合法ということ

で、具体的には捕虜の待遇を与えないという形で、非合法な行為と位置付けられていた。しかし、

それが植民地独立解放戦争であったという結果を国連が受け入れることになり、一定の解決を与え

た。そして、解放戦争の過程で行われた様々なテロリズム的行為は何であったのかということに関

しては不問のままであり、国際人道法のレベルで、そういうものに対してもある程度捕虜の待遇を

与えるという形で解決を与えるしかなかった。したがって、「9・11」が今日のテロリズムという形

で再び問題を提起した場合も、それをテロリズムに属するということで捕虜の待遇も与えないとい

うことで最後まで済むのか疑問である。どこかの段階で、民族解放戦争に与えたのと同様の妥協的

な解決が今後探られるようになる。さらに、テロリズムに対する戦いということであれば、「無条件

に協力しておけば問題はない」という状況になる。 
・「9・11」を受けて現在国際政治学者が慌てて対処しようとしていることを国際法の世界ではすでに

やっていた。ただし、日本で柔軟な立場をとる国際法学者というのは少ない。法的な議論として、

今回の行動は自衛権ではないとか、あるいは戦争ではないとかいう議論が展開され、法理論の話に

終始して、現実にいかなる政策を展開し、このテロに対してどのような具体的な政策を展開すべき

かという議論には至らない。テロ概念自体は流動的なのだから現実的な政策論があってよい。 
・半世紀以上も前に書かれた国連憲章の一字一句を踏まえて議論することは専門家でなくてもできる。

今後法案の審議などでは、国際法の概念であるとか、世界の流れなどについて、日本の国際法学者

の意見だけではなく、英語の文献などを踏まえて、世界の風潮を正確に認識した上で議論すること

が望まれる。 
 
○「9・11 テロ」の捉え方 
・今回の「9・11」は、これまで人間社会がある程度受忍してきたテロの範疇を超えたテロである。

今後とも核兵器を使用したテロというのは国家が関与しなければできないと思うが、仮にミサイル

を使用しないとしても、生物・化学兵器を使用したテロは十分に可能である。特にサイバー・テロ

によって国家の基本が崩壊し大被害が発生することは考えられる。サイバー・テロ、生物・化学兵

器テロ、あるいは「9・11」のようなテロなどは、従来のテロ犯罪という範疇ではこれからは考え

らず、21 世紀にどのように対応するのかという問題がある。なぜテロが起きるのかという本質の議

論が米国においてあまり議論されていないことも気になるが、現象としての問題にどのように対応

するのかということが重要である。 
・テロは、たとえ国家でなくても、その行為が意図的で、武力に相当するものを使用していることか

ら、完全に安全保障問題である。さらに、テロを支援する国家がある場合には、それは意図的な脅

威であり、これに対する自衛権の発動は当然である。ただ、国際関係と国内の犯罪とを何らかの形

で線引きを行わず混同したままで対処していれば、困る問題が出てくる。また、米国が強力になっ

たというのは確かであり、パレスチナやインド・パキスタンなどが武力を行使する問題にどう対処

していくのかという問題もある。いずれの問題にしても、各国とも米国を頼りにしており、米国が

来てくれないと全く収まらない。しかも米国抜きではやれない問題がどんどん多くなってきている。

したがって、ここでの問題意識は、米国が図抜けて強力であり米国の単極構造になっていることを

認めつつも「多極的な国際政治の枠組みの中で行動するべきだ」という、米国の倫理に訴えるよう

な議論が出てくることである。米国の善意にだけ頼るのは問題である。単極型のときに他の国はど

のように行動するのかという新しい国際政治の規範を考えていく必要がある。 
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○「ポスト 9・11」の状況は 
・ 冷戦が終了した原因は米国が圧倒的に強いことで、コソボの空爆を含めて湾岸戦争、あるいはユー

ゴ空爆、そして今度のテロ戦争を通じて証明された。このような状況で、象徴的な形で問題になっ

ているのは、パレスチナ問題やインド・パキスタン問題で、武力を使用して国際紛争に乗り出す国

に対して、米国を含めた国際社会がどのように対応するのかという非常に難しい問題が提起されて

いる。現在、米国はイラクを攻撃する準備をしているし、米国内には、なんとしても攻撃するべき

だという勢力がある。米国は基本的に国益に沿って行動し、最終的には武力を使用する国である。

このような武力に訴える国が米国以外から出てきた場合、米国を含めた国際社会は、この事態を果

たして収められるのかという非常に難しい問題が起きている。パレスチナ問題のグローバリゼーシ

ョンとか、米国型のリアリスト的なパワーを使った解決などが世界に蔓延したときにどうするのか

ということが国際社会の問題として出てきている。以上のことを日本の問題として考えたとき、ま

ず、この新しいテロにどう対応するべきなのか、さらに、米国一極主義のもとで日米同盟をどう運

営していくのか、そして、国際社会でどのような役割を果たせるのかという非常に難しい問題が提

起されている。 
・ 「9・11」がポスト冷戦時代を終わらせたのか。冷戦が終結し、それぞれの国が次に何が起きるか

を注目しつつ、軍事力の削減などを行ってきたが、それぞれの国がそれなりの考えを持つに至った

時点で「9・11」が起こった。その後、それぞれの国がそれぞれの思惑でこの事件を利用して脱皮

を図っている。たとえば、パキスタンにとって、タリバンの処遇に困っていたとき、この事件が起

き、これ幸いと処断した。フィリピンも、懸案のアブ・サヤフへの対応のため米国をうまく招きい

れた。NATO も、これまでボスニアやコソボまでであったところがアフガニスタンまで出ることに

なった。ドイツも然り。ロシアも、米国に便宜を与えることで恩義を売って今回のモスクワ条約の

ように決定的に手を結んだ。 
・ 最終的に中国が一人損をした。せっかく上海協力機構で西のほうを固めようとしていたところに米

国が進出してきた。中国にとってみれば将来米国と鞘当することを想定してロシアと結ぼうとして

いたがだめになった。結局手元に残ったのはわけのわからない北朝鮮だけである。今回の事件のよ

うにわけのわからないことが起きたとき、最終的に誰が得をし、誰が損をしたのかという視点で考

えると、今回についていえば、「米国の一人勝ち、中国の一人損」である。今回の米国のパキスタン

に対する冷たい態度や、ロシアに対する親しい態度など一連の動きを考えてみると、米国は、20 年

ないし 30 年後の中国の脅威に対抗する一つの体制を形成している。コンテインメントとはいわな

いまでも、「中国がどこに出ようとしても米国の存在にぶつかるようにする」という長期戦略に基づ

き、米国は、今回の事件をひとつの引金として利用した。出てくるエンパイヤを悉く潰していった

米国の歴史を考えると、21 世紀最後のエンパイヤとして出てくるのは中国しかなく、これに対して

しっかりと対応できる体制を米国は整備している。 
 
○ポスト「ポスト 9・11」のあり方 
・ 「ポスト・ポスト・9・11」という考えがある。現在は、「9・11」後の激震がまだ収まっていない

状況ではあるが、アフガニスタンの戦争が終わったら戦争は通常終わるはずだという指摘があった

が、最近の戦争は、戦争の後が大変だ。ただ、米国の「ポスト・9・11」をみると、カウンター・

プロリファレーションとかカウンター・テロリズムにかなり集中している。さらにロシアや中国も

カウンター・テロリズムのグランド・コアリッション（grand coalition：大連合）に参加している。

このように国際政治の構造がかなり変化しているが、構造そのものが変化しているというより、か

なりシャローな(皮相的な)変化である。もちろん、国際テロ対策について枠組みを考えることは必

要であり、現実には、パレスチナ問題に引っ掛けて、このテロを「米国のイスラエル化」といった

り、様々な意味で警察国家になったりすることはある。しかし、これらの動きが一段落すると、ロ

シア、中国そして米国の関係が何らかの形でガタガタして、メジャー・パワー・コンペティション

（major power competition：大国間競争）が出て、以前の構造に戻る可能性は否定できない。ここ

で、もし「ポスト・9・11」のシステムがシャローであるとすれば、日本としても、柔軟にその後

の国際政治の変化を視野に入れて考えなければならないので、現在議論されている有事立法に賛成
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である。テロばかり見ているのはポイントがずれていると言うより、「ポスト・ポスト・9・11」を

考えると、この有事法制は依然として重要な役割を果たす制度である。 
・ 「9・11」以降の動きというのはどこか「 羹

あつもの

に懲りて 膾
なます

を吹く」ようなところがある。私も現 
在の有事法制をめぐる議論に対して基本的には賛成であるが、今の法案では冷戦終結以前の議論の

モデルあるいはスキーマで論じられていると考えており、現実とフィットしない。 
・ 現在の状況を考えたとき、果たして「ポスト・ポスト・9・11」がくるのか疑問で、このままだら

だらと続いていく可能性が大きい。「ポスト・9・11」は、テロ事件のために起こったように見える

が、実はかなり底の浅いものではないかという指摘であったが、現実を見ると、たとえば START
Ⅱをやめて今度作った条約は、完全にロシアが譲歩したので、この単極化への変化は、必ずしもシ

ャローなものではない。また、米国がイスラエルのようになったというご指摘であったが、ここで

の問題意識は、米国が圧倒的な力を保有しているのにもかかわらず、視野が非常に狭くなっている

ことである。これは、米国の国内政治の状況も要因であるし、また世界の警察官といっても、あら

ゆる問題に満遍なくかかわってくれる状況でもない。このような米国の視野の狭さに対して各国が

どのように対応するべきなのかというのが問題意識である。 
 
○安全保障概念の拡散 
・ 近年、従来のリアリスト的な感覚ではとらえきれない様々な要素が出てきたが、軍事、政治、経済、

社会の要素を安全保障という観点から考える際に、これらをあたかも軍事と同列に扱うような、一

時流行った議論こそが問題である。また、一般的には、ナショナル・セキュリティの問題、軍事力・

強制力の問題をきちんと整理した上で、新しい要素にどう対応するかを議論しないことには安全保

障の問題を語ることにはならず、「人間の安全保障」と国家安全保障の問題とを同列に扱うようなア

プローチは適当ではない。その意味で、国際的なテロへの対応にしても、テロそのものがメインに

なっていくものではない。テロは重要な課題ではあるが、ナショナル・セキュリティの問題を押さ

えた上でのテロ対策であるべきだ。 
・ 安全保障をめぐる議論がこれまであまりにも無原則に拡散しすぎた嫌いがあるところで軌道修正し、

安全保障の原点あるいは原理の重要性を指摘してもらったが、これまで拡散していたという傾向を

どう考えるのかという問題は残る。議論拡散の傾向が現に存在し、それにいかなる説明を加えるの

か。原点に戻る必要性を唱えるのとは別次元で、議論の拡散をどう説明するのか。「国際安全保障と

いう安全・平和を国際公共財としてとらえる」という視点は、その点を示唆したものではないか。

議論が拡散したことの説明として、環境、経済という要素を説明する必要性があったということで

は必ずしもなく、拡散の趨勢自体があって、それに突き動かされる人が多数存在し、それぞれが勝

手に拡散の議論を展開していたが、概念整理という観点から必ずしもしっくりこない。 
・ 環境問題や経済問題を安全保障問題に含ませることを検討していたのは、安全保障が社会的活動を

行うための基礎であるという意味で、環境も経済も社会的行動を営むための基礎であるという認識

があったからである。安全保障は酸素あるいは水のようなものであって、経済や環境も同様であり、

環境が損なわれるということは、安全が損なわれることと同じではないかという議論が、環境問題

に携わる人々によって展開された。しかし、「軍事的な手段で解決できる問題が安全保障問題であ

る」とすれば、環境問題などは安全保障問題に含まれない。この点は重要であるので再度整理する

ことが必要である。 
・ 安全保障の議論が拡散していったのは、一種の流行のように利用されたという側面もある。一方で、

たとえば「経済安全保障」という言葉は、クリントン大統領が政策用語として使用したものであり、

さらに「人間の安全保障」などは UNDP(United Nations Development Programme：国連開発計

画)が難民の発生というコンテクストから使用し始めた。議論を拡散しようという意図をもって使用

し始めたのではものではなく、個別に出てきたが、いずれの議論を見ても、国家が変容しているこ

とと深く関連している。グローバリゼーションに合わせて国家が自由化し、リストラを図り、そし

て規制緩和を進めて変容している。その一方で、グローバリゼーションの隅の方で国家が破綻して

いくという問題が出てきて、従来の安全保障では考えられないような国家の問題が出てきている。
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そこで、国家とは一体何か、さらに国際社会をどのように構成していくのかというところから考え

る必要がある。ひとつひとつの安全保障の議論を足し算していっても安全保障の議論を体系化でき

ない。 
 
○日米間の利害－米国の単独主義は日本に損か 
・ 日米間の利害について、米国の政策を単極の世界政策として、カウンター･プロリファレーション／

テロリズムとしてとらえ、これと日本の安全とは必ずしも一致しないという指摘があるが、このよ

うな米国の単極の世界政策が、日本から見た場合、損ではない。イラクのような国はやはりいない

方が、日本にとっても安全保障の観点から見て好ましい。さらに北朝鮮をローグ・ステーツと位置

付けたブッシュの政策も、これが米国の朝鮮半島政策の全てとはいわないまでも、地域的な力の競

争の点で米国は重要な関与をしている。このように見た場合に、米国の政策が、日本の安全と完全

に一致しないまでも、日本の安全保障政策のベースにそれを据えるという考え方や発想が依然とし

てあり得る。 
・ 米国の政策が我が国にとってさほど悪くないのではないかという指摘であるが、たしかに米国の力

は、国際公共財的な性格を強く帯びてきており、それをどのように利用できるかということが非常

に重要な問題になっている。今までのところ、米国が日本にとってそんなに悪い政策をとっている

とは思わないが、いつまでもそうなのかということが気になる。たとえば北朝鮮の場合、米国が北

朝鮮を「悪の枢軸」としたことで、北朝鮮の態度がかなり変化してきたように思う。今後北朝鮮を

さらに追い詰めて、イラクに対する攻撃のようなことを米国が考えるとしたら、一体どのようなこ

とが起きるか。米国にとってはいいが、日本は場所を移動できない以上、最後は何らかの形で共存

しなければならない。そのときに日本の利害とすり合わせることができるかどうか。また、米中が

対立して、台湾などで緊張関係に陥る、あるいは中国の力が増大し、かつての米ソの関係のように

ある種のデタントのような関係になる場合、日本に対する中国の態度がどのようになるかというこ

とも問題である。1970 年代の米ソのデタントは周辺国に対してかなり厳しい状態をもたらした。米

国と手を結ぶと、逆に周辺国に対して厳しくなる。このような状況は遠い未来のことかもしれない

が、日米の利害は必ずしも一致していない。したがって、自前の安全保障政策を持たないのはやは

りまずい。 
 
○「単極構造」と「協調」の概念整理 
・ 「ユニポラリティ（unipolarity：単極構造）」と「コンサート（concert：協調）」は相互に独立であ

るととらえているのか、それともコンサートがユニポラリティに起因していると考えているのか。

具体的には、すでに単極構造になっているために合従連衡の形で各国がバンドワゴン（bandwagon）
のようなことをしていると考えているのか。もし後者であるとすれば、これを維持するための条件

は何か。すなわち、他の国が米国に対抗しないような構造がいかなる条件のもとで成立するのか。

なぜならば、ユニポラリティとコンサートとは相当緊張関係にある概念である。 
・ コンサートとは、ユニポーラの状態の中で、他の国が大きく反対しない、特にテロに関して協調し

ている状態のことである。このような状態は、単に誰も反対しないという状態を意味するのであっ

て、そのような状態はそれほど長く続かず、米国が圧倒的に強力であるというだけで、対立しない

かというと疑問である。たとえば、冷戦時代を見ても、その当初から米国は圧倒的に優勢であった。

やはり、米国の対応によって、中国や北朝鮮などが追い詰められた形で屈辱感を味わされると、あ

る時点で対立関係に入ってしまう。そのような状況では、小さな冷戦状況というものが起きる。 
・ タリバンやイラクと北朝鮮とは違う。北朝鮮については、同盟機能がどこまで働くかということに

対して懸念を抱いており、特に韓国は、大統領選挙で与野党のどちらが勝っても動かないので、今

年、金正日は安心している。なぜならば、選挙の過程で情勢が緊迫することにでもなれば、おそら

く韓国の世論は反米的になり、与党候補者、すなわち金大中の後継者が勝つが、米国はそれを望ま

ないため、米国としては、大統領選挙のある今年は強硬な手段に訴えられない。以上のことは韓国

の国内情勢だけをみてもいえるが、今回の選挙で野党の候補者が勝ち、日米韓の関係が比較的順調

にいったとしても、米国が強硬な態度に出た場合には、韓国は離脱せざるを得ないし、日本にとっ
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ても厄介である。したがって、単極構造と同盟の原則あるいは同盟国間の協力の問題は、地域によ

ってずいぶん異なる。北朝鮮はそれほど弱い立場にはない。 
 
○同盟の性格 
・ NATO とロシアの準同盟化のような現状と、「変化する危機管理と同盟政策」として、同盟が共同

防衛から域外対処へと性格が変化している現状について指摘されたが、NATO とロシアとの関係の

変化が、中国をにらんだ同盟関係への性格の変化ではないという指摘は正しい。 
・ NATO と日米安保とは違うものであって、同じように変化していかない。NATO はロシアをあのよ

うな形で入れたが、同盟の面も残す。そもそも NATO はその当初から多様な機能を持っており、同

盟的な面、集団安全保障的な面、部内調整的な機能、米国を引きつけ、あるいはドイツを押さえ込

むというような複数の機能を持っていた。したがって、冷戦終結後ロシアに対するバランシングと

いう面が薄れたとしても、NATO 自体の機能はさほど大きく変化していない可能性があり、実体面

と先日のローマ会議をめぐる報道との間には、ギャップがある。翻って日米安保を考えてみると、

日米も同盟の面を残しているが、周辺事態などが新たに論じられていることを従来の同盟の論理で

はうまく説明できない。現在の東チモールへの自衛隊の派遣に関しても、日本の安全とは直接の関

係がない。これを時代の趨勢として日米の枠組みで行うとなれば、日米同盟の概念も変化していく。

形成された当時の日米同盟の役割とは異なる役割が出てきており、どちらの役割が重要かを常に注

意して見ていく必要がある。 
 
○「アジア太平洋国防大臣級会合」の意義 
・ IISS アジア安全保障会議で、中谷長官が提唱している「アジア太平洋国防大臣級会合」は、もとも

と長官が「アジア版 NATO」という言葉を用いたかどうかは別として、相当実質的な意義をもつも

のになる。軍備管理・軍縮について意見交換するのに加え、PKO、海難・海賊・テロ対策を具体的

に検討する場としており、日米安保体制に取って代わるものではないといいながら、本当にこれだ

けの内容の議論をしたならば、かなりの部分日米同盟に取って代わる。それが NATO の趨勢である

ならば、アジアにおいても同様の趨勢にあるということか。 
・ IISS で提唱された国防相会議は、スピーチが言及している項目を全て取り上げて議論していけば

ARF どころではない。しかし、あれだけの項目について参加国すべてが同意するとは思えないので、

基本的には同盟にはならない。同時に上海協力機構があって、そこでも話し合いを行っている。ま

たカザフスタンでは信頼醸成会議をやっている。これらにはどうも対抗関係があるようで、一種の

陣取りゲームのような勢力争いが他方で始まっている。 
 
○「セキュリティ」「セイフティ」「ディフェンス」の区別 
・ 「セキュリティ」と「セイフティ」の区別に関連して、「ディフェンス」が全く区別されていないこ

とは疑問である。「ディフェンス」、「セキュリティ」そして「セイフティ」という区別が必要である。

起きた現象がテロかどうかを判断し、それが、国家テロなのか、テロ戦争なのか、あるいはテロ犯

罪なのかということを見極める問題と関わってくる。ディスラプション（disruption:撹乱）ならば

犯罪のほうに近く、これがディストラクション(destruction:破壊)であるならば戦争に近い。ただ、

バイオ・テロでペスト菌が撒かれても、発症してからそれがテロであると認定されるまでは、いろ

いろなプロセスが必要になる。おそらく警察あるいは感染症の専門家との協力の方が、テロの対策

あるいはテロ予防において有効になる。事実ヨーロッパで確認したところ、「9・11」以降変化した

のは、警察協力が進展したことであるという意見が多かった。以前からも情報の交換は行ってきて

いるが、実際には警察が犯人を逮捕したり危険な行動を行ったりすることがはるかに進んだ。いわ

ゆる「セイフティ」に近いこれらのことを彼らは「セキュリティ」と呼んでいる。すなわち、市民

の「セキュリティ」に関しては警察の協力が必要だ。事象をどのように特定するのかということと、

主体が何であるのかということで、「セイフティ」と「セキュリティ」が区分される。しかし、彼ら

も「ディフェンス」について全く触れなかった。 
・ 「ディフェンス」の位置付けであるが、ミリタリー・オフェンスに対するディフェンスをセキュリ
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ティと位置付ければいい。セイフティに関してディフェンスという言葉を使わないのは、例えば環

境オフェンスとは言わないようにオフェンスという観点から考える問題ではないからである。 
 
○NATO 条約第 5 条の発動 
・ NATO は、「9・11」後に NATO 条約の第 5 条が適用できる状況にあると認定し、意見の一致を見

たが、その後、第 5 条を適用した行動がとられなかった。その理由は、米国はコソボで NATO とい

う多国間同盟と行動しようとしたとき、NATO の様々なルールに縛られて自由度がなくなってしま

ったので、米国は、コアリッション・ノット・ウェディング(coalition not wedding:緩やかな連合)
の方がはるかに動きやすいと考え、もはや第 5 条的な NATO に対しては、使い勝手のよさを感じな

くなっているということであった。その意味で、米国にとっては日米同盟のようなバイの同盟のほ

うが使いやすい時代になってきている。また、NATO とロシアとのフォーラムのフレームワークは、

これはもちろん同盟ではなく政治的なものであり、おそらくロシアはこれにつながる経済的支援を

狙ったものだろうというのが NATO の内部にあって分析に携わっている人たちの共通の認識であ

った。 
・ NATO が第 5 条に基づいた行動を行わなかったことに関して、米国は、マルチをバイで使ったり、

あるいはバイをマルチで使ったりする傾向があり、その使い分けがなかなかうまくなってきた。 
・ NATO の第 5 条は集団的自衛権であり、集団的自衛権は行使されたと思う。ただ、米国が NATO

軍としては戦わなかったということであって、集団的自衛権は発動された。第 5 条を適用する事態

であると合意をしたが、現実には NATO は第 5 条として動かなかった。各国がそれぞれ個別に米国

に協力する形になった。 
 
２ 米国のヘゲモニーと対米協力（平成 14 年 9月 19 日） 

（１）報告 

 ヘゲモニーには、経済力、軍事力といった物理的な力の面と、自由、民主主義といった観念的な面

の両方があり、米国の力のベースになっている。第二次世界大戦直後と現在とを比べれば、ハイテク

兵器の要素なども考えなくてはならないが、米国の地位はそれほど際立って強いわけではない。しか

し、今は米国の単極構造ではある。ただし、政治的には、五大国が国連安保理での拒否権を持つなど、

米国がダントツというわけではない。 
 米国を中心とする同心円を考えてみることができる。つまり、米国を中心に同心円状に階層化した

もので、この同心円のイメージでは、外周に行くほど、米国とは異なる政策を持っている。パートナ

ーとなりうるのはこの最初の円内の国々であり、その外側の国家は、安定化の対象となる国家群であ

る。最も外側の円周の国家に対しては勢力均衡で対処する。 
 米国のヘゲモニーは帝国的である。帝国主義的では、相手の中に進んで入っていくことになるが、

帝国的という場合、相手側から依頼されたので出て行っているという形態になる。 
 こうした状況の中では、同盟関係は従来と異なる役割を持つ。勢力均衡における同盟とは、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、冷戦構造の終了後、単極構造への動きが強ま

った。ここでは、同盟とはバランスを維持するための便宜、力といったものから、価値を共有する同

盟へと変化する。 
 ヘゲモニー下では、同盟は維持と拡大再生産を図ろうとする。勢力のバランスというよりは、勝ち

馬（ヘゲモン）に乗るバンドワゴンの形で、ヘゲモンから見れば、同盟国に対する管理外交の手段と

なっている。 
 こうした同盟関係は、へゲモンとすれば、同盟の信用性を保全、維持する必要があり、費用負担も

大変で、単独主義と多角主義との間を、政策上は揺れ動き、フォロワーも同様の揺れを見せる。また、

へゲモンの視界は広く、グローバルなものであるのに対して、フォロワーは、自ら関心を持つ地域が

主たる視界である。両者共に実は自律性も求めており、責任（財政、役割）分担にもつながる。両者

の間で自立性と分担に関する意見が一致すれば、同盟の信頼性が確保され、視界の差も問題とはなら

ない。 
 日米同盟には、価値判断の一致するものと離れているものがある。一致しているのは、日本有事に
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ついてで、やや離れているのは周辺有事である。この価値判断の離れている問題で、日米両国の齟齬

をどう調整していくかが問題である。そして、最も乖離が問題となるのは周辺外有事である。これは、

日米同盟の予期していた範囲の外にある問題であり、一種のエアポケットのようになっている。一方

で、この周辺外有事問題に関してはへゲモンである米国の意識が非常に高く、矛盾が生じる。しかし、

日米同盟の外にあるからといって、国連を通じて協力しようとしてもいつも上手くいくとは限らない。 
 日本の取る政策については、へゲモンである米国の視界と日本の視界とをいかに調整し、いかに共

通認識を有するかが重要で、周辺外で起こる問題に関して、日米同盟の枠を超えていかに協力してゆ

くかが課題である。 
 日本の自律性の確保については、米国の政策に、政府レベルやその他のレベルでいかに自らの立場

をインプットしていくかということと、国連での活動が重要となる。さらに、米国の他の同盟国との

協調も考えるべきである。 
 また、今後は、数多くの同盟国の中でのランキングが問題となってくる。共通の問題に対応する際

の「有志連合」にどの程度貢献できるかを考えなくてはならない。 
 これらの活動を通じて、日米間で両国の共通の土台となる安全保障政策を持つことが必要である。 
 
（２）報告 
 米国のヘゲモニーについては、クリントン前政権と今のブッシュ政権とでは大きく異なっている。 
 クリントンの時代は、アジアでは中国に非常に接近し、日本も台湾もほとんど三流国の扱いだった。

これは、経済が全てであったからである。クリントン政権の二期目になると、日本経済が衰退を始め、

中国経済は目覚しい発展を遂げた。米国が中国へ傾斜した理由のひとつは、アジア通貨危機の際に、

中国が人民元を引き下げなかったことで、この適切な通貨政策により、クリントン政権内での対中評

価が一気に上がった結果、日中のどちらが米国の同盟国かわからないほど、日本と中国の立場が逆転

してしまった。 いずれにせよ、クリントン政権の時代、米国にとってのランキング上では、いくつ

かの分野で、中国が日本や台湾より上位にあった。 
 一方、現政権であるブッシュ政権は、強い米国経済を前提とし、省庁の順位も伝統的なそれに戻っ

ている。しかし、最近の経済停滞は、ブッシュ（父）大統領の時代に近くなっている。また、大統領

選挙の際の僅差の勝利もあり、現政権には正統性の問題がつきまとう。こうした環境においては、伝

統的な日本、台湾重視に戻り、中国の地位は低下する。今、ホワイトハウスは、日本と台湾の経済に

非常な危機感を持っている。 
 中国への懸念は、実は、クリントン政権においても存在した。20 年後を考えると、米国のシステム

に対する脅威となるのは中国であり、チェックが必要である。クリントンは、だからこそ中国を取り

込んでしまおうとしてエンゲージメントが必要となった。 
 次に、9・11 テロの問題である。このテロの特徴はまず、アメリカにとって初めて内地攻撃を受け

たということである。内地は攻撃されない、自国は安全なのだ、外国から呼ばれれば助けに行くが、

自ら戦争を始めることはしないという米国の意識が変更を余儀なくされた。米国は今、イラク攻撃を

自分から始めようとしているが、これは難しい決断だ。ここで自ら戦争を仕掛けることによって、他

の国と同じ、普通の国家になってしまう。 
 イラク攻撃の背景は、以下のようなことである。湾岸戦争でイラクを攻撃する際、ブッシュ（父）

大統領は、米国が唯一の超大国として残ったため、これからは警戒されるであろうし、協力的だった

同盟国にも非協力的な態度が出てくる危険性があると考えたため、国連の権威を尊重し、国連の承認

を得てからイラクへ侵攻したが、国連がストップをかけると、首都バクダッドには入らず戦闘を停止

した。ところが逆に、ユダヤ系住民も多いアメリカ国内ではその態度に不満をもつ者が多く、それが

大統領選挙での敗退につながった。このように判断している現政権は、今回のイラク攻撃では、国連

に拘泥することなく、何としてでもフセイン政権の転覆を図ろうと考えているが、将来、米国といえ

ども国連が必要となる局面もあるはずで、湾岸戦争の時のブッシュ（父）大統領の国連尊重の判断は

もっと高く評価されて良い。日本も、そのことを考慮してアメリカへの助言を行うべきである。 
 日本は、地理的な重要性もあるが、経済力、技術力が衰退すると、アジアにおける中国の伸張を誰

にも止められなくなるという点でアメリカに重視されており、米国は、日本の回復を想像を絶するほ
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どの強さで望んでいる。 
 適切な情報発信がないままに拡大する日米の認識と行動の乖離が、両国間に悪影響を及ぼすことは

十分に考えられ、このまま事態が推移すれば、日本より中国を相手にすべきだ、中国の影響力がアジ

アで増すことも止むを得ないという雰囲気が醸成される可能性もある。 
 
（３）討論 
○「日本有事」「周辺有事」「周辺外有事」における日米間の視界の乖離 
・ 同盟国関係において、へゲモンとフォロワーの視界の乖離を狭めるべきである。日米同盟において

は、日本有事、周辺有事、周辺外有事に三分し、周辺外における問題について視界の乖離が大きい

と強調されたが、周辺有事の方に乖離があるのではないか。朝鮮半島ではまだ、乖離はある程度調

整されているが、台湾問題に関しては乖離が大きい。 
・ 同心円構造は米国を中心に考えているが、日本を中心に考えた場合、まず日本があり、そして周辺

がある。周辺で最も近い部分は朝鮮半島であり、その次に近いのが台湾海峡、その外側にはシーレ

ーンがあり、中心から次第に離れて行くにつれて米国と脅威認識等に関して視界の違いが現れる。

台湾問題について日米両国の視界の差が指摘されたが、シーレーンに関してもかなり視界が違う。

中心から離れるほど視界に差異が生じ、脅威観の齟齬やそれに基づく手段の齟齬が生じる。実際に

冷戦後に生起した事象を基にすると、日本の周辺では、事象が生起する寸前まで危機が増大したこ

ともあるが、実際には生起していないために生起後の様相は分からず、その議論ができなかった。

一般的に言えば、朝鮮半島、台湾海峡、シーレーンと遠くなればなる程、日本と米国との間に乖離

がある。 
・ 日本有事、周辺有事、周辺外有事において、感覚的には周辺有事への対処が最も難しいと考えてい

た。しかし、イラクという問題が絡んでくると、少し違う。国際社会全体の問題ととらえれば国連

が登場して日本はその一員として行動するので、比較的問題が少ない。日本を守ること（日本有事）

は当たり前である。周辺といっても限りなく広く、どこが周辺かは不明確である意味で周辺という

概念は変化する可能性があり、とにかく周辺事態が最も難しい。そのような難しい周辺有事にイラ

クが登場したような観があり、どう理解してよいのか難しい。 
・ 周辺外有事の場合には、日本は国際的な安全のために協力しなければならないという大義名分があ

る。また、アメリカからは過大な要求は出てこず、ほどほどの貢献をすればそれで良いという論調

になる。また日米同盟において日本を守るということは米国の利益を守る上で非常に重要であり不

可欠である。しかし周辺有事は、日本にとっては死活的かもしれないが、米国にはあまり死活的で

はない場合は日本独自で対処しなければならない点から問題が多く含まれる。 
・ 米国のヘゲモニーと日米同盟を考えた場合、周辺と周辺外において同盟が崩壊する要素、または同

盟がギクシャクする要素としては、双方の視界の相違と視界調整の必要性のかけ算が重要である。

周辺外の場合には視界の相違が非常に大きいだろうが、調整の必要度は小さく、結局は大きな齟齬

をきたさないし、そのかけ算はあまり深刻ではない。しかし、台湾問題に関しては、米国の多くの

要求に対して日本が積極的に行動しないならば、米国の国民と議会は日米同盟を許さないだろう。

この点における視界の調整は死活的である。単純に日本、周辺、周辺外として視界の違いだけにつ

いて議論すれば、周辺外が最も視界の差が大きいが、日米同盟の観点からは周辺における対処、視

界差の調整が最も難しい。 
・ 日本有事、周辺有事、周辺外有事と三つに区分されているが、周辺事態法においては日本有事と周

辺有事の二つだけであり、周辺外という概念はなく、すべてが周辺有事という議論だった。防衛庁

は、今でも周辺有事とは地理的概念ではないと言っている。つまり、「周辺」とは今回の議論の周辺

有事と周辺外有事を含み、日本有事と周辺有事の二つの世界しかない。今までの議論では、三つの

区分でどこが最も対処が困難かという議論があったが、もっと話は単純である。 
・ 周辺有事の方が困難な問題が多いとした場合に、そのポイントは中国であって、事象が周辺地域に

存在しているか否かの問題ではないとの考えは、多くの場合は妥当であるが、例外もある。たとえ

ば竹島において事象が生起した場合、米国が全く関与してくれないならば事態は深刻であり、日本

にとって極めて深刻な安全保障上の問題について、もし米国が全く動かなければ、日米同盟に関し
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て深刻な事態となる。朝鮮半島に関しては中国の動きがポイントだ。 
 
○米国のヘゲモニーの規範・価値の軸と三層構造の関係 
・ 日本有事、周辺有事、周辺外有事という三層構造が提示されたが、もうひとつの重要な指摘は、米

国のヘゲモニーが、規範に基づく、又は価値を軸としているということで、この二つをどのように

関連づけるかが問題である。極めて抽象化して考えれば、米国のヘゲモニーが規範や価値を軸とし

ているならば、日本を中心とした地理的同心円の三層構造について、日米同盟は基本的にはそれら

をすべて包摂する。これが現実的に日本を取り巻く状況であり、新しい将来の方向性、また 9・11
テロの脅威を国際的な脅威としてどのように認識して、どのように同盟国（日米）間で捉えていく

かという問題も絡む。価値や規範を軸として何らかの新しい流れを見ることができれば、日本を取

り巻く安全保障環境の問題としてのこのような三層構造システムが変わりうるのだろうか。また、

ヘゲモニック・システムと古典的システムの併存という図式の中で、このふたつを日本から見てど

のように捉えられるかが問題だ。 
 
○同心円ヘゲモニー図と幕藩体制 
・ ヘゲモニック・システムを幕藩体制になぞらえた。第二次世界大戦後の朝鮮戦争、ベトナム戦争、

湾岸戦争さらに対アフガニスタン作戦を見てみると、米国だけでなく、カナダとオーストラリアが

必ず出てくる。オーストラリアは米国を強く批判するが、いざ戦争が勃発すると必ず協力する。こ

れらの国がいわば親藩である。日本、ドイツ、フランスなどは、ある時は批判的態度をとり、ある

時には協力するという態度であるので譜代であろう。外様は中国、ロシアで、冷戦中は米国の主張

する協調行動に対しては安保理において反対する態度を取ってきたが、冷戦後は一つのシステムに

入ろうとしている。そして、イラクやアフガニスタンのような島原の乱に当るような事態が発生す

ると、親藩、譜代、外様、皆が動くのが現代である。内政と国際政治を区別しない、内政的発想で

国際政治を見るという見方が示されたが、これは、ヘゲモニー、帝国において必ず出てくる考え方

である。「米国は内政と外政を混同している。すべて内政で片付けようとしている。」という批判は

当たっている。 
 
○同心円ヘゲモニー図は中華システムか 
・ 同心円ヘゲモニーは、かつての中華システムにそっくりに見えるが、米国はいつ、中国的になった

のだろう。かつての中華帝国は、朝貢さえしておけば安全だったが、今の米国は中華帝国よりずっ

と押し付けがましく、この状態は、ローマ帝国やアテネの末期段階に似ている。己にまつろわぬ勢

力を一度潰し始めると、永遠にそれを続けなくてはいけなくなり、こうした強権的対応は、米国と

いえどもずっと維持できるのか。 
・ 米国中心の同心円は、江戸時代の日本の幕藩体制になぞらえられているが、私はより中華システム

的ではないかと思う。たとえば、幕藩体制においては別格な存在としての朝廷があったが、今のブ

ッシュ政権が国連を朝廷のように扱っているとは思えない。価値、経済力、軍事力全ての点で米国

が最上位にあり、他の国々が序列付けられているという点でまさに中華システムと言うべきだ。 
・ 中華システム的同心円構造は米国側からの構造的な見方の一例である。米国が 20 世紀に行ってき

たことは米国的な民主主義、自由主義の普及だった。最初はウィルソンのように民主主義を敵から

守ることが目標であり、次第に民主主義の普及が目標となっており、米国の行動を長期的視点で見

た場合、この傾向と同心円的構図を否定することは難しい。安定しているかどうかの鍵は、米国が

フォロアーとの関係で強く出るか否かで、強すぎる行動をとった場合には軋轢が生じ、不安定化し

てしまう。一方で、多数のフォロアーとの調整が上手くとれれば安定する。その点で、やはり相互

の調整が重要になる。相手の強さにもよるが、へゲモンとフォロワーの関係は、常にフォロワーが

へゲモンの言い分を受け入れているばかりではない。とはいえ、全体的には、中華式の同心円が、

徳を以って支配してきたのに対し、米国の場合は経済的権益や援助による協力関係を構築するとい

う構図がある。また、軍事力、政治力の行使により米国的価値を押しつけることもある。こうした

力と規範により米国はヘゲモニーを維持している。 

 61 
 



・ 同心円図を踏まえて、これが中華思想の米国版に見えるという指摘がされたが、この図を見る限り

全くそのようである。中華思想と今日の国際秩序あるいは国際法秩序との相違は、以下の二つの観

点から言われてきた。一つは中華思想の体制が求心的であったのに対し、国際法体制は遠心的であ

って、主権平等を踏まえた中華思想と反対の考え方に立っていることである。そしてもう一つは、

中華思想は文化概念であり実体的ではなかったことである。この中華思想に実行力が付与されれば、

今日の国際法体制に取って代わることも理論上は可能であろう。その場合、理論面だけではなく、

現実に今日の国際社会でその方向に動くとしたならばどのような現象によるかについては、たとえ

ば国際連合の下における自衛権行使を考えた場合、安全保障理事会の許可なしに自衛権を行使して

軍事力を使うことはできるが、それがいずれかの段階で国連安保理が許可した強制行動であると認

められれば、これは自衛権を越えた国連の行動そのものになる。湾岸戦争等においても、そのよう

な形で一国あるいは数国の自衛から始まった行動が、集団安全保障、国連の指示に沿った行動とな

っていった。米国などが取る行動を国連がオーソライズし、事実上国連の行動と認める慣行が繰り

返し行われる場合、そのような方向で実体化していく可能性がある。その兆候は既に現れているの

であり、その点から見ると、この同心円図は中華思想と外見上は似ているものの、本質的には異な

っており、現実化しないとは言えない。 
 
○米国は「普通の国」になったか 
・ 「米国が普通の国」という意味は、今まであらゆる点で他国から抜きん出ていた米国が他国と同じ

レベルになると言うことではなく、米国自身の安全が脅かされるようになったという意味で、普通

の国になったということである。従来のように前方展開兵力による対処から自分自身をどのように

守るかという問題にウェートがかなり移る。その結果として、前方展開における米国と同盟国との

役割も変化する。 
・ 「普通の国」について、「9・11」に関しては、確かに外からアルカイダのメンバーが来て攻撃した

という意味では外からの攻撃であるが、実際の攻撃は国内便旅客機により国内で行っている。国防、

安全保障はどの国でも外からの攻撃には強いが、内からの攻撃には弱く、外からの攻撃と言うより

もむしろ国内テロと認識した方が理解しやすい。したがってあのような攻撃に対してミサイル・デ

ィフェンスのような機能はほとんど役に立たないのであり、テロにはテロの対抗措置を執るべきで

あって安全保障の問題と国防問題とは混同しない方が良い。 
・ 「イラク問題」については、イラクを攻撃すれば普通の国になるという主旨だが、むしろ逆かもし

れない。イラクに対する先制攻撃が言われているが、武力攻撃とは武力使用が明確にわかっている

国に対して行うものである。イラクの場合は、武力使用を将来行うかもしれないのであり、この「か

もしれない」だけの国を攻撃することは、普通の国には考えられない。 
・ 米国が普通の国になったということは、「9・11」における「グラウンド・ゼロ」という表現に表れ

ている。「グラウンド・ゼロ」という言葉は今まで 4 回使われた。1 回目はネバダ砂漠での核実験、

2 回目は広島、長崎への原爆投下、3 回目はチェルノブイリ原発の事故、そして 4 回目が今回のテ

ロである。「9・11」テロは彼らに原爆が投下されたのと同じ衝撃を与えた。米国は、今までは常に

横綱相撲を取り、真珠湾でもファースト・ストライクに耐え、セカンド・ストライクで叩いたが、

今回は、本国がやられてしまったという点から、米国も普通の国になり、世界各国が持っている脆

弱性を共有した。ホームランド・セキュリティ省などを作っても、国土を守りきれまい。こうなる

と、いかに米国でも、グローバリゼーションで世界を一つにしようなどととは考えられなくなる。

ドルや IT などアメリカン・バリューで世界を共通化しようとするところに、米国の無理がある。 
 
○米国の強さ 
・ 米国の強さということについて、ヘゲモニーという命題で議論したが、米国の強さについては、帝

国、帝国主義、ヘゲモニーなどのどの視点が良いのかわからない。それだけでは米国の強さを表現

していない。米国の強さをパソコンの世界にたとえれば、マッキントッシュに対するウインドウズ

のような強さである。良い製品だから強いのではなく、皆が買うから強いのである。米国と同盟国

の関係においても、米国が強いから同盟国がついていくという議論も可能である。数値では表現で
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きない強さであり、ソフト・パワーの強さ、ネットワークの強さが米国の強さである。それはヘゲ

モニーと言っていいかもしれないし、帝国と言っていいかもしれない。 
 
○米国のグローバリズム 
・ 米国では、コンサーバティブの人たちの間で、イラク攻撃後の戦後処理と、第二次世界大戦後の日

本の戦後処理とを結びつけて考える動きがある。そこでは、戦争後のイラクをいかに健全な体制に

して、世界システムに組み込んでいくかという問題意識が強く出ている。しかし、日本とイラクで

は状況が大いに異なる。日本は第二次世界大戦末期には完全に世界中から孤立し、徹底抗戦をした

上で、ポツダム宣言を受け入れて全面的に整然と降伏した。日本には 6 万人もの占領軍が進駐した

が、彼らはまもなく日本の友人となった。一方、イラクの場合は、巨大なアラブ社会というヒンタ

ーランドがあり、戦争はこれから始まろうとしている。また、例えば、日本の時と同じように 6 万

人が戦後に進駐しても、オサマ・ビン・ラディンやサダム・フセインに共感する民衆は、彼らに敵

対するはずである。日本の戦後処理の成功をそのままイラクに当てはめることはできない。 
・ アラブの文化をグローバリゼーションで変えるのは難しい。では、軍事力によって変えられるのか

といえば、かつての 4 回のアラブ戦争でも、先般の湾岸戦争でも、アラブのメンタリティは変えら

れなかった。 
・ グローバリズムのいくつかの点について疑問を持つ。 ヘゲモニー概念には軍事以外の要素があるの

ではないかという考えが示されたが、それは米国市場の巨大さに尽きる。日本、台湾、中国、アジ

アの国々の中で米国の巨大市場を当てにせずに成長した国は一つもない。米国に多くの物を売り、

外貨を蓄積して設備投資を行い成長した。これは、ソ連がどうしてもできなかったことで、どこか

の知事が米国が買わなければソ連に売ればいいと言ったことがあるが、一部の軍事製品については

購入するかもしれないが、自動車や家電製品についてはそうはいかない点が、米国のヘゲモニーの

一番強いところだった。そのような点から見れば、20 年後に米国にとって脅威となるのは中国で、

あの大市場が本当に力を持ち、米国よりも多くの物を購入するようになれば、米国の民主主義など

は捨て、中国と積極的に貿易をする国がたくさん出てくる。その点では、日本にもチャンスがあっ

たのであり、1970 年代に本当に市場を開放し、日本との関係に依存する国がアジアにおいて出現し

ていれば、米国が何を言おうともまず東京と相談してから決めるというアジアの国が数多く出てき

たはずだ。しかし、残念ながら日本は、90 年代半ばまで市場を開放せず、アジアの国々も皆米国に

依存したために、日本がどんなに意見を出しても、日本も米国に依存していることから足元を見ら

れ、リーダーシップがとれない。中国が市場開放する前に日本が市場開放を行い、仲間を作ってか

ら中国を迎える体制を作った方がいい。日本も 1 ドル＝79 円というところでやっと市場が広がりは

じめ、100 円ショップやユニクロが登場した。しかし開放してみるといきなり中国が日本市場に入

ってしまっているのも現実である。 
・ 米国はもう少し世界の多様化を認めなければいけないという指摘は、その通りだが、イランで革命

が起き、米国大使館が 400 日もの間占領された時にも、米国はイランに攻め込んでいない。それま

でと全く価値観の違う世界がイランに誕生してしまっており、そこに攻め込んで他の政権を作って

も維持できないだろうという認識があったために、米国はそうした行動をとらなかった。当時の米

国が弱かったという一面もあるかもしれないが、米国は全てのものを常に押しつけているわけでも

ない。勝てると見極めたところで行動している。 
 
３ アジア・太平洋地域の情勢と我が国の防衛の方向（平成 14年 12 月 12 日） 

（１）報告 

  米国のイラク攻撃の時期はラマダン終了の 12 月 5 日以降で 3 月の気候悪化までの間であろう。期

間については、2 週間から 3 週間という短期間の攻撃を予想する者が多い。根拠の第一のポイントは

イラク査察団の報告書提出の期限である 1 月 26 日である。短期間の戦闘を予想する根拠は、イラク

軍事力の弱体化である。逆に、米国の軍事力は非常に強化されている。 
 次にイラク攻撃が世界の石油市場に与える影響はあまり大きくない。イラク産原油の世界シェアは

わずかに 3.1 パーセントで、戦闘によってその産出が停止しても、影響は限定的である。 
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 産油国への影響のシナリオは、戦闘が地理的にイラクに限定され、かつ短期間の場合、瞬間的な原

油価格値上がりはあろうが大した問題は起こらない。地域がイラクに限定されているが長期化した場

合、原油価格は段々と上がる可能性がある。戦闘地域が広がってしまった場合は当然に戦闘期間も長

期化する。イスラエルやサウジアラビアにまで戦火が拡大すると、大混乱が起こる危険性もある。 
 我が国への影響は、中東への依存に関しては、改善されている面と改善されていない面がある。一

次エネルギーにおける石油への依存率は順調に低下しているが、原油輸入額の対 GNP 比率は、石油

危機、湾岸戦争の時など急激に上昇した。二回の石油危機に比べると、湾岸戦争時の上昇率は小さい

ものだったが、今回はどうか。また、石油依存度が低下する反面、原油やその関連製品の中東依存度

は上昇している。今は 90 パーセント強を中東に依存しており、特に石油関連製品である液化天然ガ

スはサウジアラビアからの輸入が 50 パーセントを占める。イラク攻撃の影響でサウジが損害を受け

ると、危機の可能性もある。 
 最後に、日本の協力については多くの意見がある。最低限、政治的支持の表明が必要だということ

を政府、外務省は言っている。具体的な協力としては、周辺国への経済援助、戦後の復興への経済的

協力、インド洋における補給活動の継続、政治的にセンシティブなものとして海上警備行動である。

もう一つは、この問題に対処するための新規立法であるが、日本の国内政治日程とイラク攻撃のタイ

ミングの一致という問題があり、なかなか難しい。予想されるイラク攻撃に間に合うように新規立法

を行うためには、予算審議の最中に平行して法律を作成することが必要であるが難しいとすると、新

規立法は、イラク攻撃そのものだけに止まらず、戦後の諸活動に広く使えるような内容を考えること

になろう。 
 
（２）報告 
 北朝鮮外交に関して、二つの悪夢がある。第 1 に、日本の頭越しに喧嘩をしていた米朝が、いきな

り握手をしてしまうことである。第 2 に、1993 年の北朝鮮核危機の際に、米国が寧辺の核施設を直

接攻撃する可能性が検討されたことで、これは実施されなかったが、今後、こうした攻撃を契機とし

て第二次朝鮮戦争が勃発することである。 
 今回の小泉首相の訪朝の意義は、第 1 に、日朝間で戦後処理が始まり、その過程で、核やミサイル、

工作船といった安全保障上の問題について解決の糸口が掴めたことである。第 2 に、予防外交で、今

回の訪朝によって、北東アジアにおいてイラク型の軍事行動が朝鮮半島で発生するという二番目の悪

夢の可能性を低下させることになった。 
 北朝鮮が今回の交渉を受けた理由の第 1 は、米国への恐怖心で、北には、悪の枢軸発言、先制攻撃

ドクトリンへの恐怖感があった。第 2 に、経済的理由である。第 3 に、米国のイラク攻撃が始まる前、

韓国の新大統領が決まる前に、日朝会談を成功させ、国交正常化交渉を妥結させたいと思っており、

自らの前途に予想される問題をできるだけ先延ばししながら命脈を長らえさせる条件を整えることが、

日朝交渉の背景にあった。金正日としては、ある程度「撤退作戦」に入っており、体制を存続させる

かという中で日朝交渉に臨んだ。その早期妥結のためには、拉致問題でも譲歩が必要だとの決断が下

された。日朝交渉のために、日本側は常に、拉致問題と安全保障問題を取り上げていた。 
 しかし、ことはそれほど単純には運ばず、10 月には米国のケリー国務次官補が平壌を訪問し、ウラ

ン濃縮型の新たな核開発について北朝鮮を厳しく問い詰めた。アメリカ側の条件は、北朝鮮側がとに

かく妥協し、核査察、ミサイル開発停止、通常兵力の削減、人権・人道の尊重といった高いハードル

を越えてこちら側にくることである。特に議論の中心は、ウラン濃縮型の核兵器開発である。これに

関しては、北朝鮮の核開発がどこまで進んでいたかが問題となるが、詳細は発表されていない。現在

問題になっているのはウラン濃縮型の核兵器であるが、今日（12 月 12 日）の北朝鮮外務省による声

明に関連する寧辺の核施設再稼働の方が問題である。 
 このような状況下で、北朝鮮も米国も、そして日本も原則的な態度を維持している。日朝関係は、

日本側が拉致問題で譲歩しない。核の問題では米国が厳しい態度を崩さない。日朝交渉をやってみた

が、全く噛み合わず、平壌宣言の実質的崩壊が始まっている。そうこうする内にタイムリミット、す

なわち米国のイラク攻撃が来てしまう。米朝両国は共に原則的な立場を崩していないために、双方の

中間的な妥協点を見いだすことが難しい。北朝鮮とすると、米国の要求をのむことは全面降伏であり、
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政権が維持できない。米国とすると、交渉に応じることは対テロ外交の変更にもなることであって受

け入れがたい。しかし、中国やロシアが、単独または共同で仲介の労をとる可能性もある。本来は、

日本も効果的な行動を取れる可能性があったが、拉致問題の対応で外交上の柔軟性を失ってしまって

いる。 
 拉致問題と核問題については、両方とも解決されない限り日朝間の国交正常化はなく、国交の正常

化がない限り、日本から北朝鮮への経済援助もない。こうした状況下では、北朝鮮には拉致問題を優

先して解決するメリットはない。核問題が解決されて初めて、拉致問題の解決の可能性も生まれる。

二つの問題を共に重要だが、内容的には核問題を先行させなければいけない。しかし、今の日本外交

は、その逆を行ってしまっている。 
 今は、楽観的見通しが先行し、今のように真綿で首を絞めるようにじわりと圧力をかけていけば、

北朝鮮はいずれ崩壊するといった議論があるが、そうとはいえない。北朝鮮は、12 月 12 日声明で外

交的奇襲を行った。これによって、1993、94 年当時の状況に戻った。 
 米国から見れば、北朝鮮は、昔よりさらに困難な状態に陥っている。たしかに国家の体力は低下し

ているし、中国やロシアの助けも期待できず、米国は、9・11 テロ以降、より強硬姿勢を強めている。

しかし、北朝鮮に依然として有利な点もある。韓国のソウルが北からの攻撃範囲に入っている点は変

わらないし、ノドンミサイルを 100 基展開していることも有利である。韓国国内における反米感情の

高まりも有利な点になる。こうした要素を勘案して、北朝鮮は、交渉で強く出る時には、断固として

強く出るのだと考え、投機的な行動を考えていないとも限らない。米側のメンバーがクリントン政権

からブッシュ政権になって完全に替わっているのに対して、北側のメンバーは不変である。そのため、

彼らは 1993、94 年当時の成功体験を再びなぞろうとするかもしれない。 
 もう一つ、北朝鮮の宣言で注目できる点は、彼らが重油停止について何度も強く言及していること

である。逆に言えば、米国は出さないが、日本なりどこかの国が北朝鮮に重油を供給すると、彼らの

強硬政策は軟化するかもしれない。 
 
（３）討議 
○米国のイラク攻撃の根拠－国連決議か単独か 
・ 米国のイラク攻撃が国連決議に基づいてなされるのか、それとも単独行動になるのかにより日本の

対応を含めて状況は変わる。米国は世界の安全保障のリーダーであり、今後もそうあるべきである

と思うが、どういう理由で単独攻撃するのか。9 月に発表されたブッシュ政権の新安全保障ドクト

リンの考え方に基づいてイラクへの先制攻撃を行うことが米国の理由だとしたら、誤ったプロセス

であり、それは新しい国連決議がない場合、日本は反対すべきである。 
・ 米国が攻撃するかどうかは分からないが、攻撃が起こったとして、どういう状態で起こるのかは国

際的影響が大きく、重要な問題である。「9・11」後の米国の動向を見ると、新国連決議を得てから

攻撃し始めるだろうが、その場合、日本もかなりの程度協力しなければならない。 
・ 新しい国連決議ができない場合、攻撃にどのくらい正当性があるかどうかは分からない。国連決議

1441 ができた過程を見ると、攻撃を容認するかしないかで非常に揉めていたが、結果として半分は

容認し、厳しい警告が入っており、攻撃の根拠になる。新国連決議がない場合でも、湾岸戦争時の

決議 687 にイラクは違反していると言い、その授権に基づく行動だと説明するし、日本政府は反対

できない。日本の新聞世論は、その場合半々に分かれるだろう。どういう状況で攻撃が起こるかは

分からないが、国連決議 1441 のときに、攻撃への「隠れた引き金」があっては駄目だということ

が言われたが、結局、内容的には復活してしまった。イラクの科学者を国外に連れ出して聴聞する

ということだが、そんなことは不可能であり、このようなことが引き金になるかもしれない。新国

連決議か国連決議 687 か分からないが、そういう状況で戦闘行動が起こる。 
・ 米国は、イラクが民主化してしまえば、イラン、シリア、ヨルダン、サウジアラビアに強い影響を

与え、原油も手に入り、パレスチナ問題にも影響を与え、イスラエルも安全になると考えている。

一方で北朝鮮には何もなく、核兵器を持ったとしても、ああそうかという程度で、その場合、日韓

が米国に擦り寄ることになる。ロシア、中国も深刻には考えていない。仮にイラクでの査察の結果、

違反事項が出てくると、新国連決議を誘導するだろう。第 2 の国連決議は難しくなく、国連決議 1441
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には、シリアも賛成したし、全会一致だ。米国では上下両院での 3 分の 2 の支持を得ているし、中

間選挙も勝利した。国内、国外とも磐石の態勢で、戦力も充実しており、米国の中東に対する影響

力を強める千載一遇のチャンスだ。トンキン湾事件、プエプロ号事件のようなきっかけが必要にな

り、イラク北部に居る反政府勢力が、化学兵器を地中に埋めたとしても十分な理由になる。1 月 20
日頃に状況を作るだろうが、それでも新決議ができない場合には米英だけで攻撃するであろう。そ

の場合に、攻撃の中心部分にも参加する国も出てくる。 
・ 現実の推移を見ていると、米国はコンセンサス作りを行っている。新国連決議がなくても過去の国

連決議違反ということで対処するのであって、いきなり単独攻撃することはないだろう。 
・ 米国によるイラク攻撃の国際法上の根拠であるが、国連加盟国としての義務は、特に重いものでは

ない。国連決議があると言っても、憲章上どうという義務がかかってくる訳ではなく、重要なのは

日米安保条約で、基地を貸与しているし、極東の平和と安定の確保を定め、周辺事態への協力もあ

る。日本にとって米国は、全ての国連加盟国の中でも特別の立場にあり、国連決議は勿論のことだ

が、日米安全保障条約により特別の義務が生じる。ただし、極東条項、国連決議、自衛権の関係は

はっきりしていない。米国のフリーハンドも考慮する必要がある。 
 
○イラク戦争後はどうするか 
・ フセインの後釜については、相当長期の PKO が必要になるが、長い駐留を前提とした日本の支援

が必要になる。 
 
○自衛隊の海上警備行動発令の選択 
・ 海上警備行動についての防衛庁の反応は前向きには見えないが、一般的な検討を行っている。やる

かやらないかは分からないが、選択肢は色々あり、国連決議のあり方も関係する。 
・ 海上警備行動についての防衛庁の立場は、ニーズがなく、ペルシャ湾で海戦はないだろうというこ

とだ。しかし、仏タンカーに対するテロ事件もあったし、岡本レポートの発想もそこにある。すれ

違いの原因は、部隊を出す際の、武器使用権限の問題だ。 
 
○イラク攻撃の北朝鮮への影響 
・ イラク攻撃のタイムリミットの前に北朝鮮が動くかもしれないということだが、どういう形でイラ

ク攻撃が始まるかは、北朝鮮に影響を与える。新しい国連決議を得てということになると、北朝鮮

が持っている国家主権が大事だという意識も変わるかもしれない。 
・ 北朝鮮問題とイラク問題の関係だが、イラク攻撃のタイムリミットはあるが、北朝鮮の方で先に危

機がおこったら、イラク問題にどういう影響を与え、その場合、日本はどうするのか。米国のリー

ダーシップに大きな影響を与えるということだが、市街戦で化学兵器が使われて何十人、何百人と

死者がでた場合、相当な後遺症が残る。また、フセインの後釜を見つけていないので、相当長期の

手当が必要になる。米国のリーダーシップに影響を与えないか。 
・ 北朝鮮問題のイラク問題への影響に関しては、この時期にイージス艦が動いて、日本周辺が手薄に

ならないかと心配であるが、テロ特措法でも、わが国の防衛に影響することのないように行うこと

としている。ローテーションで出せる場合に出すのであって、最優先は日本の防衛である。 
 
○北朝鮮が核開発を認めた理由－ケリー訪朝の意味 
・ 米国のケリー国務次官補が 10 月初めに北朝鮮に行って、北朝鮮に証拠を出して、その結果、北朝

鮮が核開発を認めることになった。何故、ケリーがこの問題を強く言ったのかについては、金正日

が小泉首相に米国の高官の訪朝を頼み、首相が米国に依頼したので、ブッシュ大統領も派遣した。

かなり強い要望だったが、ケリー訪朝自体は日本の意図に沿ったものではなく、重要な問題は北の

核開発であるという警告を発した。 
・ ケリーは、北朝鮮に行って強くでたが、その結果は 2 週間公表しなかった。このことについては北

朝鮮はきちんと処理しなさいということで、北朝鮮の方が強く反発し、この問題を使って交渉に持

ち込もうと考えた。しかし北朝鮮側の態度は無礼だったので、米国は開き直って、ああそうかとい

 66 
 



う態度だったとの印象を持っている。 
・ 小泉訪朝の時点で、ケリーの情報は持っていた。 
・ 北朝鮮は核兵器開発を認めたということだが、米国の情報ではそういうことだということで、北朝

鮮が正式に認めたわけではない。ケリーは根拠のないことを言っていると、北朝鮮は言っているが、

北朝鮮は本当に認めたのか。また、核開発を認めるメリットが分からないが、今の米朝枠組みは北

朝鮮に不利なものだったろうか。認めると枠組みが危険にさらされるのに、敢えて危険な道を選ぶ

のは何故だろうか。 
・ 重油が止められると北朝鮮にとって痛いが、推測では分からない。苦しいのは北朝鮮の方だろう。

核開発は大したブラフになっていない。北朝鮮の方が対応を迫られている。 
 
○米国の北朝鮮政策 
・ 米国の反応だが、国務省と国防総省では違う。国防次官によると、クリントン政権がリワード・シ

ステムで対応したのは間違いで、ペナルティ・システムの方が外交には有効だということだ。また、

韓国がどう動き、どう考えるかということが重要だ。米国も迷っており、反米運動や大統領選挙等

もある。どう見るかによって選択肢は広がる。 
 
○小泉訪朝の評価 
・ 小泉訪朝に関して外務省の高官の一人は、小泉訪朝は米国と意思疎通を行っており、米国の了解の

下に行ったと言い、もう一人の別の高官は、米国は強い不快感を持ったと言っている。最初の人の

意見に対しては、米国の一部の人は理解しているにしても、全体としては不快感を感じており、米

国の戦略をぶち壊す行動であると見ていると思った。ロシアは公式には結構であると言っているが、

ロシアの元外交官は日本のとったアプローチは愚かだと言っていた。国内政治の論理で外交を考え

ていると思った。もっとも、この人は、ロシアのプーチン大統領も融和的と考えている。いずれに

せよ、ロシアも醒めた目で見ていたようだ。日本政府が米国と十分な意思疎通をしていたかどうか

は懐疑的だ。 
・ 外務省の高官の話だが、両様があろう。平壌宣言の内容は、米国に 3 日前に知らせたのだろうが、

その 3 日が十分前だったと思うか、直前過ぎたと思うかの違いだ。 
・ 中央公論編集部の名前で、小泉訪朝は日米関係を破壊したという論文も出ている。米国と十分な打

ち合わせがなかったと書いているのだが、そのことを外務省と米国国務省の人に話したところ、国

務省の人は相談は全くないと否定した。連絡された人とされていない人がいて、多分、連絡されて

いない人が怒ったのだろうし、連絡・相談された人は、多分怒ってなどいない。 
・ 米国が懸念したのは、拉致問題だけがクローズアップされるけれども、核問題も追及してはどうか

という問題で、小泉訪朝そのものに文句を言っているわけではなく、ウラン濃縮の核開発問題も議

論して欲しいということだ。しかし、北朝鮮の核開発問題を日本が突っ込んで取り上げてもよいの

か。日本は総論をやれば良く、平壌宣言は総論であり、しかけた人がいる。そう思っている人はど

ういう人なのか、国防総省か国務省の誰かを確認すべきで、立場によって色々なことが言える。 
・ 駐ロ大使も、何故今の時期に訪朝するかということに疑問を呈していた。米国は硬い姿勢で、日本

は柔らかい姿勢でという人もいるが。米国の国務省が必ずしも米政府を代表しているというわけで

もなく、ブッシュ政権の考える国益とは違う場合がある。 
・ 北朝鮮だが、ソウルが火の海になる可能性が大きく、イラクを攻撃しても周辺諸国に迷惑がかから

ないが、半島では、戦争が起こると韓国の経済回復が遅れるので、しっかり抑止することが大事だ。

北朝鮮は中国に縋り付くだろうが、中国にとっては重荷で、北朝鮮から離れることになる。米国は

北朝鮮には武力行使をしないだろう。イラクは国内に反体制勢力がいるが、攻撃後のイラク復興問

題も考える必要がある。イラク問題が解決する前に、北朝鮮が暴発することが怖い。 
・ 北朝鮮の暴発は最後の段階であり、米国と交渉したいと考えて、寧辺の核施設を動かすと言ってい

る。米国は怒っているかもしれないが戦争にはせず、結局、交渉しかない。彼らは、チキン・ゲー

ムをやりたくて、「死を覚悟しているものに恐れはない」とまで言っている。 
・ ソウルが人質になるということだが、韓国としては、ソウルが火の海になるのが怖いから戦争をや

 67 
 



らないのではなくて、同じ民族同士で二度と戦いたくないということだ。日本も人質だが、ノドン・

ミサイルに怯えてはいけない。日米安保に基づいて、北朝鮮の脅しにのらないシステム作りをしな

ければいけない。 
 
○枠組み合意の違反 
・ 枠組み合意は、米国により崩されたと北朝鮮は主張している。軽水炉はできないし、代わりの重油

も止められた。クリントンからブッシュ新政権になって、枠組み合意が有効に機能するかは疑問だ

と思っていたので、2 年前から核開発に着手した。米国の政権交代の時期であり、枠組みにしがみ

つきたいができなかった。米国は、北朝鮮が核開発を自ら認めたということで、北が枠組み合意に

先に違反したと主張した。北朝鮮は核保有を肯定も否定もしない。 50 万トンの重油は、北朝鮮の

輸入の 3 分の 1 以上である。電力生産に影響し、発電所も止まる。電力は、10％～15％低下するだ

ろう。相当深刻な事態である。 
 
４ 日米同盟と我が国の防衛の方向（平成 15年 3月 14 日） 

（１）報告 

現在の国際情勢については、様々なとらえ方がある。グローバル化、ボーダレス化、トランスナシ

ョナルな時代という側面もある。このようなグローバリズムを重視する側面に対して、古い意味での

国民国家は過去のものになりつつあるという見方と、国民国家はその意義を失っていないというネ

オ・リアリズム的な見方とがある。 
現在のイラク問題及び北朝鮮問題は、国家としての問題を浮き彫りにしている。また、イラク問題

をめぐる混乱によって、欧州統合に関して、実は統合が表面的なものにすぎないことが明らかになり、

国連に関しても、国家の利害で結びついていることが示された。しかし、このような状況においても、

冷戦に代わる新しい秩序を構築する原動力は国連だとされているが、問題は国連の意義と限界が明確

になりつつあることである。多くの地域紛争が生起している中で、過去の歴史的な帝国が見直される

側面がある。 
「9・11」の後、軍事力の意義が再検討されている。軍事力とは、建物で言えば鉄筋鉄骨のような

もので、軍事力や警察力が社会の表面に現れないのが文明社会である。日常生活においては色々な問

題を話し合いで解決しようとし、できなければ裁判所に訴えることで解決しようと試みる。しかし、

裁判システムや法制度といっても、最終的な強制力がなければ機能しないものであり、それがはっき

りしたのが、今日、国連が直面している問題であり、国際司法裁判所にも関連する問題である。 
一方、我が国では、国連信仰が非常に強く、国連があたかも世界政府の役割を果たすことができる

と錯覚する傾向が強い。武力や軍事力を中心にすえ、問題対処には軍事力を使用した戦争という手段

に訴えるか、または平和かという単純な二分法で問題の解決を図ろうとするように見受けられる。強

制力では世界の秩序を維持することができず、全ての問題は話し合いで解決できるという考え方があ

るが、そのような方法で解決できる問題もあり、そこに解決策を求めるのが文明社会だ。しかし、現

実には、どこかに強制力がないと法秩序が機能せず、国際社会で秩序を維持することができない。 
日本外交における北朝鮮問題に対するアプローチを支持できない。北朝鮮を刺激するとかえって危

険であり、国際社会の仲間入りをさせるため話し合いで対応しようというアプローチは裏目に出てし

まい、結果的に、北朝鮮の強気の姿勢を誘発してしまった。 
ロシアについては、「9・11」の後、米国に急接近し、中央アジアに米軍の駐留を認めた。これはプ

ーチン大統領の強いイニシアティブによるものであるが、当初米軍の中央アジア駐留を支持した人た

ちも、最近はその長期化に懸念を強めている。 
最近のプーチン大統領の米国に対する強い姿勢は、国内世論と対立する側面もある。イラク問題に

関するロシアの世論調査の結果では、ロシア政府は、米国のイラク問題への介入にはっきりと反対し

ているが、世論では 4 分の 1 が肯定している。さらに、「イラクは大量破壊兵器を査察団から隠して

いるか」という問いに対しては、「隠している」とする回答が圧倒的に多い。ロシア国民の NATO 観

の変化を見ると、バルト三国の NATO 加盟などを受け入れている面も見られるが、その一方で、依然

として「NATO は侵略的である」と見ている者が 46％もいる。このような中、プーチン大統領への
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支持率が高い。 
最近のロシアの新聞、雑誌などによると、ルキン下院副議長は、イワノフ外相の拒否権行使発言を

非難している。イワショフ陸軍大将はイラクによる将来の核の使用はあり得るという見方をしている

が、スリプチェンコ少将は核の使用はあり得ないという立場である。スリプチェンコ少将の意見の中

で特に興味を引いたのは「武器の開発が最大の目的である」という箇所である。石油などの資源では

なく、武器開発に着目している点は軍人らしい視点からの意見である。 
モスクワニュースなどのロシアの新聞が掲載している米国在住のロシア知識人のコメントには、米

国を支持するものも含まれている。このように、「国連の権威を守るために米国の軍事行動を支持す

る」という論理をロシアの新聞が掲載していることは非常に興味深い。さらに、コルドフスカヤの平

和主義に対する皮肉な見方もロシアの新聞は掲載している。 
 
（２）報告 
「防衛力の在り方検討」の根本的認識は、基本的には常に不断の見直しを行うことである。平成 7

年の防衛計画の大綱においては「将来情勢に重要な変化が生じた場合、新たに検討する」ということ

が謳われているが、「9・11」以降の展開はそれに該当する。さらに、現在の中期防衛力整備計画の中

にも「将来の防衛力の在り方や防衛力整備の進め方について検討を行う」と記述されている。現在、

我々が問われているのは、従来と同じような防衛力の在り方、防衛力整備の進め方でいいのかという

ことである。「今後の『在り方検討』の在り方」には、①できるだけ幅広い問題をカバーすること、②

できるだけ幅広い選択肢を検討すること、③新しい発想を重視すること、④国際社会、国民及び国会

に対し透明性を持つこと、⑤迅速性を確保すること、という 5 つの原則が示されている。「検討すべ

き事項」はごく一般的な検討事項である。このような検討事項に沿って多角的に検討している。 
「我が国の防衛政策の枠組み」では、自己抑制的な要素が中心であり、他方、我が国の防衛政策の

目的は明確に示されていない。この枠組みが適切かどうかについての議論も行っている。現在、米国

の政策の大きな変化に伴う我が国の防衛政策の在り方を考えるときに、これらとの関係を十分に考慮

しなければならない。 
最近の「安全保障に関する調査」で注目すべき点は「脅威感」の変化である。平成 14 年の調査で

は、「日本を平和であると思う」人は半分程度しかおらず、テロ、サイバー攻撃、ミサイル攻撃など多

様なものを脅威と考えている。今後どのような分野を重視していくかについては、災害派遣、国の安

全確保が多くの割合を占めている。また、国際貢献については、「自衛隊がこれまで役立ってきた」と

する割合が災害派遣に次いで多く、国民的評価はかなり高い。国際協力活動についての世論の推移は、

外国での災害等の救援活動を支持する割合が増えている。またPKOも高い支持を得るようになった。

防衛問題に関する意識の変化は、「防衛力、防衛費ともに増強すべきである」という意見が若干増加し

ている。我が国の周辺国に対する脅威感の変化は、脅威という観点からの調査ではなく、親近感とい

う観点からの調査である。米国に対しては、過去から一貫して親しみを感じている。ロシアに対して

は、冷戦終結直後に「親しみを感じない」と「親しみを感じる」の差が少なくなったが、最近は元に

戻って「親しみを感じない」が多くなっている。中国に対しては、天安門事件を契機に、一挙に「親

しみを感じない」が増え、現在は、「親しみを感じない」とする回答が若干多い。韓国に対しては、最

近では「親しみを感じる」が増えている。 
我が国のエネルギー状況について、原油の中東依存度は 70年代のオイルショック後低くなったが、

80 年代から依存度は上昇し、現在は 70 年代以前の依存レベルに戻っている。石油依存度は低下して

いるが、エネルギーの自給率は極めて低い。海洋の重要性については、対テロにも関連しているが、

我が国は、世界第 7 位の排他的経済水域面積保有国であり、海上貿易量も多く、我が国にとって、海

洋の重要性は今後益々増大していく。海洋の広がりをこれからの安全保障においてどのようにとらえ

るかという問題は重要である。我が国のシーレーンは、米国の 2001 年 QDR において不安定な孤と

呼ばれる部分にある。我が国のオペレーションエリアは、北東アジアからインド洋に広がっており、

そしてそこにはマラッカ海峡等のアジア 4 海峡が存在していることを念頭に、我が国の安全保障を考

えていかねばならない。アジア太平洋地域の特色について、この地域には、領土問題等の多くの問題

があり、新しい問題と古くからの問題が混在している。この地域の今後の安全保障の考慮要件は、人
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口、資源及び環境等、色々な問題があるが、最も考慮しなければならいのは、米国の役割とそれがど

のように変化するかということである。米国の新しい戦略において柱となっているのは、テロと大量

破壊兵器の結びつきであり、このような新しい脅威に対して、我が国が、どのように対応していくの

かが重要である。弾道ミサイルの拡散状況は、中東と北東アジアは、この点で密接に結びついている。

核開発に関して、イランと北朝鮮の関係は深い。また、パキスタンとの関係も同様である。このよう

に、中東と北東アジアの関係は、弾道ミサイル関連及びエネルギーの供給という観点から、密接に結

びついている。 
主要装備について各国の比較をすると、本格的な装備を有しているのは、米国だけである。そのよ

うな実情を踏まえて、我が国としての今後の対応を考えていかねばならない。昨年の米国国防報告に

謳われた米国の安全保障認識で注意しなければならないのは、「同盟がミッションを決定するのでは

なく、ミッションの下に同盟が結成されるべきである」という部分である。すなわち、伝統的な同盟

関係だけでは対応ができない。したがって、我々のミッションは何であり、どのようにそれを遂行し

ていくかということが非常に重要になってきている。米国の核態勢見直しで、我が国の安全保障に大

きく影響するものは 3 点ある。まず、①米国は、非核による攻撃能力を重視していること、次に、②

米国は、防衛を重視し、特にミサイル防衛の意義を高く位置づけていること、そして、③米国は、国

防基盤という観点から国防産業を重視し、これを世界的なネットワークの中に位置づけていることで

ある。米国の二国間・多国間演習の広がりを見ると、米国は、世界中どの地域においても常に演習を

行い、その演習は、できるだけ多くの地域の国を取り込もうとしている。 
我が国周辺主要国の兵力構成の動向は、ロシア、中国、北朝鮮、韓国、米太平洋軍とある中で、中

国の存在感が高まっている。北朝鮮は、非対称的な兵器を中心に活動を活発化させている。最近の主

な活動状況は、中国は海洋活動を活発化させており、2002 年には、さらに東方にその活動海域を拡大

している。我が国周辺諸国の航空戦力の状況は、最近では、北朝鮮の MIG-23、MIG-29 が活発に行

動している。従来は各国の状況には質的に差があったが、ロシアの兵器の拡散にともなって、この地

域の各国のレベルは等しく向上しており、我が国が一番遅れているかもしれない。最近の兵器の推移

は、精密誘導兵器の位置づけが、今後の防衛力整備の中で大きな要素となる。 
国防予算の状況については、近年、我が国では、予算の増加はあまり見られず、特に正面装備の経

費は 1990 年をピークとして、現在では、その 3 割減というかなり厳しい状態が続いている。一方、

各国の状況を見ると、最近の 5 年間において、かなりの国が国防費を増大している。各国は、これま

での再編合理化から、再編強化へと方針を転換している。日本と独だけが横ばいで、その他の中国、

韓国、仏の国防費は上昇している。 
近年における自衛隊の活動は、テロ対策、災害派遣、PKO などのオペレーショナル・テンポが上が

っている。そのような任務のプライオリティーはあまり整理されていない。特徴として、雑則に規定

されている付随的任務が増えていること、そして、いわゆる自衛隊本来の行動に関連する規定として、

国民の生命財産の保護に関わる部分、すなわち、警護出動や原子力災害派遣などが最近整備されてき

たことがある。このような状況の変化を受けて、防衛構想においても、プライオリティーをきちんと

整理していかねばならない。今までは、既存の装備で新たなミッションに対応してきたが、どのよう

な構想の下で、どのように装備等を整備していくかというのがこれからの問題である。51 大綱と 07
大綱とを比較すると、07 大綱では色々なミッションが増えている。さらに現在では、それ以上のミッ

ションがある。 
特徴的なこととして、まず、世界の基本構造として、テロとの戦いがあり、米露の関係が 2002 年

のモスクワ条約によってはっきりと規定され、準同盟国あるいは同盟国としてはっきりと定義された。

次に、不安定要因として、大量破壊兵器について、インド・パキスタンの核実験があり、ミサイル保

有国が大幅に拡大している状況がある中で、テロが広がりを見せている。さらに、国際関係では、軍

備管理、軍縮などの枠組みがあるにもかかわらず、イラクや北朝鮮などの国際社会の枠組みに従わな

い独裁国家があり、その状況への対応が新しい問題である。 
侵略の蓋然性に関しては、我が国への不法行動だけでなく、限定的な武力紛争事態の可能性が増大

しており、状況はより複雑になってきている。このような複雑な状況に、現在のミッション体系では

必ずしも対応できない。防衛大綱における自衛隊の役割と想定される各種の事態について整理を試み
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ると、国際テロへの対応はこの中に位置づけることができない。 
防衛大綱作成当時の各新聞の内容をめぐる主な批判・評価を見ると、「総合理念が欠如している」、

「集団的自衛権の取り扱いが不明確で曖昧である」、「日米安保に過度に依存している」、「信頼醸成等

についての体系的取り組みが欠如している」、「事態への対応能力がきちっとしていない」、「防衛能力

はまやかしである」等が当時の世論として強かったが、これらは現在でも十分検討しなければならな

い。次に、プロセスをめぐる批判を見ると、「政治家の関与が低い」あるいは「議論の透明度が低い」

等がある。平成 7 年の防衛計画の大綱で周辺事態が位置づけられ、安保共同宣言、ガイドライン、周

辺事態法とつながっていく。テロはこのような枠組みの外で突然生起し、特別措置法として緊急に整

備した。「我が国の平和と安全に重要な影響」から「国際社会の平和と安全に対する影響」としたとこ

ろが大きなポイントである。もし、イラクの問題が安保理の決議がないまま、国連という枠組みを外

れるならば、日本としてこの脅威をどのようにとらえるか、つまり、従来、国連を媒介とすることに

よって日本自身の問題であるとして脅威をとらえてきたアプローチの適否が問われかねない大きな問

題に直面している。『国際平和協力懇談会報告書』もこれらの状況を背景に、PKO への積極的参加、

国連の待機制度への参加、多国籍軍への協力を重視する等の意見が述べられている。この報告書は、

これからの在り方検討の参考になる 
日米関係については、日米安保共同宣言はかなり幅の広い問題を取り上げていた。すなわち、二国

間協力、地域協力、そしてグローバルな協力等である。ここでは、テロ対策が位置づけられていない

が、この問題はかなり進展した部分もあるが不十分な部分が多い。現在、この問題をこれからの日米

協力の中でどのように位置づけていくかを検討している。 
今後の日米同盟の在り方であるが、地域協力の強化だけではなく、グローバルな協力の必要性が認

識されており、特に対テロ、大量破壊兵器の拡散への対応をどのように考えるかが大きな課題となっ

ている。さらに国内的諸制約の下、日本の主体性を日米同盟の中にどのように求めていくかが大きな

課題である。 
そこにおいて一つの鍵となるのが、ミサイル防衛である。弾道ミサイルへの対応の特徴は「速い速

度」「短い到着時間」「高い到達高度」「小さな高速目標」であり、迎撃は非常に難しい。米国は 1984
年以来約 10 兆円を投入し取り組んできており、それが現実のものになりつつある。技術的には、ブ

ースト段階、ミッドコース段階、ターミナル段階と多層的に防御する。 
米国では、地上配備型ミッドコース防衛、海上配備型ミッドコース防衛、そしてペトリオット PAC-3

を 2004 年から 2005 年に配備するということが昨年 12 月に決定された。このうち海上配備型ミッド

コース防衛については、今回配備決定のものよりさらに高性能のものについて、現在、日米で共同研

究を行っている。イージス艦をベースにした海上ミサイル迎撃の状況は、昨年の試験で弾頭部分のよ

うな小さな箇所に命中させることができたので米国はかなり自信を持った。まだ全ての実験は全て終

わっていないが、米国は、実験が終了した段階で直ちに配備することができる態勢にある。その時期

は、2004 年であるといわれている。米国のシステムと日本のシステムとの関係は、米国は、2 年ごと

に改善を図るシステム構想を持っており、日米共同技術研究の成果として誘導性能の向上が達成され

れば、2006 年から 2008 年に、この成果はシステムに反映される。世界のペトリオット保有状況は、

ペトリオット PAC-3 はミサイル迎撃の最終段階であり、PAC-3 対応能力を有している国は、独、オ

ランダ、そしてギリシャである。米国は、現在 9 個大隊を保有しており、最終的には 50 数個大隊全

て PAC-3 対応にする予定である。各国と比較して日本はペトリオットに対する取り組みが遅れている。 
日本の今後の課題は、ミサイル防衛システムは技術的課題等、今後検討が必要な部分もあるが、か

なり具体化してきている。費用対効果、我が国に最適なシステムの在り方、法的な側面など具体的な

検討を開始しようとしている。今年 2 月のミニ SSC（日米安全保障高級事務レベル協議）において、

日本は、米国から技術的実現の可能性や装備システムのコスト等の情報提供について協力を求められ、

これから本格的な検討が進められる。現在、我が国は弾道ミサイルに対する対応能力を保有していな

いので、1997 年の「日米防衛協力のための指針」においては、弾道ミサイル攻撃対応について相互に

「密接に協力し調整する」とともに、「米軍は、日本に対し必要な情報を提供するとともに、必要に応

じ、打撃力を有する部隊の使用を考慮する」とされている。 
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（３）報告 
 日米同盟をめぐっては、日本国内で様々な議論がある。97 年のガイドライン制定当時は、冷戦が終

結して「日米同盟が漂流している」といわれていた時代であり、その背景には、93 年に北朝鮮が NPT
を脱退したことによる危機があった。そこで当時、秋山防衛局長のもと防衛政策課が中心となって日

米の安保サークルで日米同盟を再定義する作業が行なわれた。要するに、その当時は、「日米同盟を

21 世紀にわたって、どのような形で維持していくか」という同盟の存在を守ることが最大の目的であ

った。同盟の存在を最大の目的としたところから、徐々に国益を中心に考えるようになるという流れ

がある。 
 「NATO の危機」については、今日のイラク問題を見ても分かるように、NATO は、ほとんど分裂

の危機に瀕しており、欧州も分裂している。このことを単純化していえば、イラクを脅威と認識する

程度について、独と英国の間には相違があり、「脅威観」が異なる。従来同盟が形成される最も重要な

条件であると理解されてきた「脅威観」そのものにズレが生じてきている。さらに、米国との関係に

替わるものが存在しているかどうかという点について認識の差があり、その結果、今日のような

NATO の分裂が生じてきている。 
NATO というのは、冷戦終結後、友好関係を広げるためのアイデンティティーをつくるための同盟と

いうことで拡大し、ある程度アジアのマルチの方向付けにも若干のインセンティブを与えてきた。そ

れが、「9・11」が起き、そしてバリ島のテロが起きることで、米国が、むしろアジアに回帰するよう

な流れが出てきている。他方、ASEAN などは、ある種のテロ対策ということで、まとまりを見せ始

めているが、欧州では逆に分裂の方向に向かっている。直ちにということではないにせよ、NATO の

分裂の影響を広範囲に見ていく必要がある。 
 新たなパラダイムの模索については、冷戦終結後、「9・11」のような事態に対抗していくためには、

新たなパラダイムが必要であるという意見も多数出てきている。英国のコーカー教授（Dr. 
Christopher Coker：ロンドン大学教授）のリスク・ソサエティーという議論によれば、従来のよう

に脅威があるから同盟を形成しているのではなく、リスクの共有が同盟のポイントになる。しかし、

現実には、何をリスクとし、どのようにシェアするのかという点で、国ごとに異なってくるので、リ

スクを完全に共有することは難しい。リスクを共有すれば、真の友人あるいは真の同盟国となり得る

が、その一方で、アセット・アライアンスという言い方で定義される基地だけを貸している国も存在

する。また、放置すると取り返しのつかない重大な事件が、いつ、どのように発生するのかが分から

ないので、リスク・ソサイエティーでは抑止が効かないため、リスクに対応するには、やはり、プリ

エンプション（preemption ：先制措置）しか現実的な手段はない。これが実は、ブッシュ・ドクト

リンがいうところの、「コアリッション・オブ・ザ・ウィリングネス（coalition of the willingness：
意志の一体化）」とか 「プリエンプティブ・ストライク（preemptive strike：先制攻撃）」という考

え方と非常に符合した考え方につながる。その意味で、全く新しいパラダイムを米国は主張している。 
 欧州では、コソボ紛争の際の人権介入までは、これまでの国際法にはない新しい概念を欧州は一致

して打ち出していた。アフガニスタンのケースでは、まさに集団的自衛権を発動した。しかし、今回

のイラクの大量破壊兵器については、現在までにコンセンサスが全く形成されていない。このような

状況は、NATO だけではなく、実は、国連 P5 の中の議論でもあり、そもそも国連というシステムが、

今日のテロに対して果たして有効であるのかという問いかけもある。 
日本の立場については、まず、独と日本とで異なるのは、第 1 に、日本は北朝鮮という直接の脅威

に直面しており、さらにレンジをのばせば、中国に対する懸念も存在している。第 2 に、日本にとっ

ては、日米同盟の代替手段なり、アジアにおけるマルチの安全保障の枠組も全くない点である。 
英国との相違点は、歴史的な国益が関係する地域の違いである。日本もアジアの問題、特に北朝鮮

の問題については、ガイドラインに沿って、直接の集団的自衛権の問題を別として、米国と最後まで

一緒にやっていく同盟国として日本も英国と同様の動きをするが、中東で果たしてどこまでやるのか

という問題は残る。英国は、中東だからこそ米国についていくが、アジアで、たとえば、チモールな

どで米国が同様の行動をとった場合、果たして英国が、米国と完全なリスクを共有してまでも最後ま

で行動を共にするのかといえば違ってくる。 
日本と米国との違いは、世界貿易センタービルは、一種のグローバリゼーションの象徴として攻撃
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の対象となったと考えられるし、あるいは、ペンタゴンも米国の覇権の象徴として攻撃の対象となっ

たが、日本には、米国と同等の価値のものが現在までのところない。特に、イスラム過激派から出て

くるテロということで、昨年ビン・ラディンが米国の同盟国に対して警告を発した中に、日本の名前

は入ってなかったが、テロは、最も脆弱なところを狙ってくることを想定すれば、日本も攻撃される

蓋然性はある。しかし、米国が現在抱いている怒りなり、あるいは米国が負っているリスクなりを日

本が本当に共有できていない。 
準同盟国としての日本と韓国との関係では、対北朝鮮政策の違いが深刻である。特に、米国と韓国

それぞれの現政権の姿勢を見ても相当違う中で、韓国は、ナショナリズムが高揚し、それが反米とい

う形で現れてきている。このような韓国のナショナリズムは、それがナショナリズムであるがゆえに、

米国との関係が決着すれば、反日の方向に出てくる可能性があることは、広い意味での同盟戦略とい

う観点から見て、日本にとっては懸念すべき事項である。 
イラク問題をめぐって現在同盟が危機的な状況にあるという問題認識、そして、現行のガイドライ

ンでは、周辺事態までの協力、特に軍事的な協力は周辺事態までしか定義されていないことから、イ

ンド洋あるいはペルシャ湾など、グローバルな危機については、軍事的な協力の枠組みが現在全く存

在していないという問題認識を今後考えていかなければならない。そして、当然、同盟のあり方とい

うものも考えていかなければならない。 
 
（４）討論 
○米国のイラク攻撃に国連の許可が必要か 
・ 米国がイラクを攻撃するに当たっては、国連の許可がなくてはできないのではないかという議論が

あるが、第二次大戦後、戦争を行なうにあたって、国連の許可をとったケースはほとんどない。た

とえば、ベトナム戦争のとき、米国は国連の許可をとっていない。一連の民族解放戦争のたびに許

可をとったという事実はない。そのような事態の下で、国連の存続をどのように説明してきたかと

いうと、たとえば、ベトナム戦争の場合には、「国連の問題ではなくジュネーブ協定の問題である」

とか、民族解放戦線の場合は、「国連憲章の中にある自決権の概念が基本原則としてうたってあるこ

とから、それに基づく行動である」など、様々な説明をした。したがって、今回の事態も、国連の

許可なくして米国が行動を取ったとしても、国連の体制を存続させる必要性を認めた場合には、な

んらかの理由をつけて国連を肯定することになり、その兆しは既に見えてきている。「イラクに対す

る一連の決議が履行されなかったから、これを履行させるために軍事行動をとったのだ」という説

明を皆が納得すれば、国連の体制は、今までどおり存続する。仮に納得しなくなれば、国連を見放

すということになる。国連が存続するにしても、今回の事件を経た後では、やはり国連に対する見

方、特に日本人の見方は大きく変わる。これは、国連が変わったのだと受け取るよりも、むしろ、

国連は元々そういうものであったという正当な見方に転ずることである。そのこと自体は、悪いこ

とではない。 
 
○ポスト・イラク問題 
・ ポスト・イラク問題とは、「世界の安全保障システムの問題」で、サブ・タイトルをつけるとすれば、

「―米国を中心として―」である。やはり内政の延長と国際問題との葛藤が大きい。 
 
○ロシアの戦略はどうか 
・ ロシアの状況については、最近では、プーチン大統領ではなく、イワノフ外相が表に出てくるなど、

極めて不可解な状況である。 
・ ロシアの政策を見誤った部分があり、ここまでロシアが突っ張るとは当初予想していなかった。現

在、拒否権行使の一歩手前までいっているわけだが、もう少し早く米国に同調するのではないかと

思われた。「9・11」の際、ロシアは、米国にあれだけ接近したが、実際のところ国内的には、必ず

しも支持されたものではなかった。強い不満を持つ国内世論をなだめる意味をもっていた。 
・ 現在、ロシアの外交で最も深刻な問題は、国際的にロシアのプレゼンスを示す切り札がないことで

ある。軍事力もかつてのように中近東に対して軍事的援助を与えるだけの力がなく、経済力につい
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ても不十分であり、政治力も普通の国家と変わりない。そのような状況において、ある意味、米国

と欧州がこのような形で対立している今が、ロシアにとってむしろチャンスなのかもしれない。ロ

シアがここまで、強気に出ているのは、あくまでドイツ・フランスが米国の行動に反対しているか

らであり、ロシアは、フランスとドイツがなければ、ここまで反対しなかった。今の状況において、

どれだけ自国の存在を強くするかというひとつのゲームだ。経済的な利益をいかに獲得するかとい

うプーチンに代表されるプラグマティックな関心も当然あるが、やはり軍事力も経済力も不十分な

ままで、いかにして国際的な影響力を確保するかというのがロシアにとっての最大の関心事である。

このような状況が続くことが、ロシアにとっては望ましい。しかし、このような状況はやがて収ま

っていく。 
・ 現実には、ロシアは、大きな戦略を持っていない。むしろ、プラグマティックな形で、そのときど

きの状況に応じて判断している。したがって、今の状況でさえ、国内的には、必ずしも合意が形成

されたものではない。マスコミで報道されているように、同じ軍人あるいは外交官の間でさえ考え

方が異なっており、極端に言えば、個人ごとに意見が全く異なっている。ロシアには、統一的なス

タンスがない。 
 
○日本はルビコン川を渡ったか 
・ 欧州は集団防衛、アジアは、集団安全保障あるいは二国間関係を束にした関係であるといわれてい

るが、結局、二国間関係を束にした関係の方が、冷戦終結後の社会に適合した。したがって、今、

日本人は、集団安全保障という概念よりも、50 年間培ってきた日米同盟という二国間関係をとった。

今回、日本がまがりなりにも米国の行動を支持していることは、外国から見ると、日本が大決断を

したように見える。日本人にはルビコン川を渡った自覚がない。米国が世界の反対にもかかわらず

戦争するということを日本が認めたことは、50 年間の歴史を突破したことに他ならない。 
 
○北朝鮮問題の影響 
・ 今回の問題では、イラクが焦点になっているが、北朝鮮問題をもっと議論する必要がある。すなわ

ち、我々が、米国についているのも、北朝鮮の問題があるからで、やはり、国際テロは、拉致問題

に尽きる。拉致問題とは国際テロであり、国内で誰かが誘拐したのではなく、国外からきた人間が

日本人を拉致したのであるから、正に国際テロにほかならず、一般国民の恐怖はかなり大きい。注

目度がこれまでと全く異なり、「自分達の問題である、本当に国家が自分達を守ってくれるのか、自

衛隊にそのような力があるのだろうか、米国は頼りになるのだろうか」という関心がひしひしと伝

わってくる。その意味で、あの拉致問題が投げかけた波紋に、日本政府がどのように応えていくか

が、これから日本の防衛戦略を考えていく上で最も重要なことである。 
・ 北朝鮮とのやり取りでは、日本と北朝鮮の双方にいくつかのミスがあった。つまり、基本的には日

本側から、拉致問題を解決して国交正常化を持ちかけ、それに北朝鮮が応えたという構図であった

が、そのあと起きた状況を見ると、何人かが死亡しているというシナリオに対して日本政府が何の

対応も準備していなかった。全員が生存していることがベスト・シナリオであるが、死亡している

シナリオも想定されていたはずで、その数について、それぞれのシナリオがあり、それぞれに対し

てコンティンジェンシー・プランがあって然るべきであったし、おそらく北朝鮮は、そのように読

んだ。ところが、実際に北朝鮮が死亡情報を出してみたところ、日本はびっくり仰天、国中がひっ

くり返ってしまい、国交正常化などという話は霧散しまった。 
・ 北朝鮮の状況について、金正日の立場に立って考えてみると、日本から要求があったのだから素直

に答えたが、相手がひっくり返ってしまい、何もかもがおかしくなってしまったという事態に直面

している。付け加えれば、北朝鮮の中にも、この問題にどのように答えるかをめぐって正直に答え

るべきか、あるいはなかったことにするかという激しい議論が展開された。普通の独裁者であれば、

絶対無かったことにするだろうが、あのように発表したものだから、米国の専門家は非常に驚いた。

実際には、拉致を認めて、生存者は日本に帰国し、金正日は相当な賭けに出た。おそらく議論の中

で、保守派は何も認めるべきではないと主張し、一方の抵抗勢力は、その後の経済支援を見込んで

認めるように主張した中、金正日が拉致の事実を認めた結果、とんでもない事態になった。ここで、
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再び金正日の立場で考えるならば、今度は保守派の意見を尊重しなければならず、今展開されてい

るような瀬戸際外交が出てきた。もう一度、こちらから歯車を回そうというのが独裁者の発想であ

ろう。 
 
○日米安保の進展は。協議が進んでいないのでは 
・ 日米安保のあり方、あるいは日米同盟のあり方、特に日本が米国をどう評価して安全保障との関係

をどう考えていくのかという非常に重要な課題について、先ほどの報告では、日米安保共同宣言で

規定されている課題について、具体的な動きがあったという評価が与えられているようだが、情報

協力、防衛政策協議、そして兵力構成に関する協議といった最も重要な 3 点について、実質的にほ

とんど前進していない。この課題を抜きにして日米安保のあり方を考えることは心配で、この重要

な 3 課題をいかにして実質的に進展させていくことが重要なポイントである。 
・ 橋本＝クリントンによる日米安保共同宣言で、兵力構成などに関する協議が規定されたが、実際に

は行われてこなかった。しかし、昨年末の 2＋2（SCC：日米安全保障協議委員会）では、防衛政策

協議を進めていくことが合意された。それらを議題にして審議官級協議を行なっている。ひとつは、

防衛政策及び兵力構成について、米国はおそらく、基本的には日本に相当な期待をもっており、ア

ジアの中の英国になって欲しいという考え方が、これから出てくる。 
・ ドイツと日本との比較であるが、ドイツは、脅威の消滅にともなって平和の配当として軍事費を削

減しているのに対して日本は、脅威があることに加え、極めて特殊な状況に置かれている。それは、

経済的制約であり、戦後初めて、右肩下がりの経済を相手に防衛政策を議論していかなければなら

ない状況にある。このような悲観的な条件下で、逆に北朝鮮の脅威が、ある意味フォローとなって

いる。極めて悲観的な経済的基盤を前提に防衛政策を議論しなければならない。このあたりを踏ま

えて、今後、徐々にかつ緊密に対米協議を行う必要がある。 
・ 日本はトップの政治から国民世論に至るまで、米国とどこまで一緒にやる覚悟でいるのか、血を流

すという意味を含め、経済的犠牲という意味でもどれだけの覚悟があるのかをはっきり見極める必

要がある。この見極めがないままで、情報協力はともかくとしても、防衛政策あるいは兵力構成の

協議というものは非常に難しい。この際、事務レベル協議で方向性を打ち出して、防衛政策を策定

していくということはできず、むしろ、皆さんが、いろいろな場で発言され、世論を形成していく

ことが大事である。 
 
○日本は「アジアの中の英国に」なることは 
・ 日本に対して「アジアの中の英国に」というような話が出たが、日本には北朝鮮問題があるからこ

そ米国を支持しているという側面がある。もし、北朝鮮問題が全くなかったとしたら、国内の世論

は、もう少し違ったものになる。結局、日本の米国寄りの同盟も、ある意味、ご都合主義的なとこ

ろがあるし、いかなる国家も国益の観点から自国の行動を判断しなければならない。ただ、先日、

オーストラリアに出張した際の印象を述べると、オーストラリアも米国についているが、一般の市

民に至るまで、議論が完全に二分されていた。また、イギリスにしても大規模なデモが発生してい

る。それに比べ、今の日本は、これだけ平和主義のはずなのにデモのひとつも起きていないことを

どのように評価するか。極端な平和ボケなのかもしれないが、一般の国民と政治とがどこか繋がっ

ていない。日本は、イギリスやオーストラリアなどと同じキャンプにいながら、大規模なデモが起

きないというのは不思議だ。 
 
○日本の経済力の低下の中で防衛力整備をどうするか 
・ 独の場合は直接の脅威がないため、平和の配当ということで、国防予算は低レベルでいいが、他方、

日本の場合は、脅威があるにもかかわらず、経済力の低下から防衛予算が圧縮されているという問

題は皮肉な状況である。日本の経済力が豊かな時代には、自衛隊の出番はあまりなかったが、予算

が圧縮される一方、仕事ばかりがあるという皮肉な状況である。経済力が低下する中で、むしろ安

全保障上の役割が増大せざるを得ないという逆鈎になっている。しかも、周辺地域だけでなく、グ

ローバルな問題についても、何らかの意味で日本にも関係あるという形で関与せざるを得ないとい
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うことになってくると、極めて苦しい状況で、多分他の国にはない状況である。特に法律的な問題

と現実的な能力と要求される能力とのギャップが厳しくなってくるという二つの難問を抱えている。 
 
○日本の法整備の進展を、日本の国益の関係で、どう理由付けするか 
・ 平成 11 年の周辺事態法以前のものは、日本の安全が直接脅かされることであるから、法律的には、

日本の自衛権の発動ということで記述されているが、最近のテロ対策特別措置法については全く変

わってくる。日本の安全にどう関わるかということについては何も記述されておらず、国際社会が

あることを前提にして、「国際社会の平和及び安全の確保」が問題であり、その問題について我々が

協力するという記述である。すなわち、日本の国益とは直接関係しない問題について、これをどう

考えるかが問題になる。今回、米国は、自衛権の発動ということで行動しているのであり、日本と

しては 2 通りの考え方がある。第 1 は、国際社会の平和と安全は、日本の安全を直接脅かすという

考え方、第 2 は、米国の自衛権の発動に日本が協力するのであるから、これは集団的自衛権の発動

として、これに参加するのだとする考え方、このいずれかになるだろう。しかし、日本は、後者を

とれないということである。 
・ 日本自身が、国際社会の平和と安全をどのような視点で定義するのかということが問題になってき

ている。これまでは、国連を使って理由付けをしてきたのだが、もし国連がなくなったとしたら、

どうするのかという問題がでてきた。 
・ テロ対策特別措置法を制定した際は、「9・11」が国際社会に対するテロ行為であるとして、日本は

これに対応するという論理であった。しかし、国連が出てこないとすれば、このような答え方はで

きない。イラクの大量破壊兵器が日本の直接の脅威になるという理由で米国を支持するのか、それ

とも、米国との関係からこれに協力するのか、いずれにしても、国連を抜きにして考える以上、自

衛権の問題に結びつかないといけないということが、イラク情勢をめぐって日本が苦労していると

ころである。 
・ 周辺事態に関する法律等の目的を並べてみると、まさにご指摘のとおりである。この際、武力の行

使はしないということで、憲法問題にならないというある種の鍵がかかっている。その上の目的の

部分であるので、仮に自衛権の行使と読もうとしても、手段は武力の行使ではないことになるので、

それは難しい。 
 
○ミサイル防衛の開発と日米共同技術研究の関係 
・ ブッシュ政権におけるミサイル防衛の開発は、2 年ごとのブロックを設定し、システムの改善を図

っていくという比較的柔軟なシステム構想であるが、日米間の共同技術研究にとって問題にならな

いのか。日本側が行なっている技術協力の内容と米国が開発・配備しようとするものとの間に、い

ろいろな齟齬が生じる可能性がある。この観点から、日本側に米国の開発構想に柔軟に対応できる

ような制度的な枠組あるいは準備があるのか。 
・ 我々が当初海上配備型で考えた際には、現行の技術ではなく、さらに将来の技術を念頭に置いてい

た。これに対して現在の米国のシステム構想は、いわゆる「ケイパビリティー・ベースト

（capability-based：能力重視）」であり、現有システムの中で、ある程度使えるシステムを配備し

ていこうという構想であって、将来の高い目標に対していかに到達していくかということではない。

したがって、その意味では、「リクワイアメント・ベーシス（requirement-basis：所要を基準とし

た）」の考え方とは必ずしも整合しなくなってきている。日本の防衛力整備の考え方は、基本的に リ
クワイアメント・ベーシス であり、しかも、長期目標に向かってということであり、その間に変化

が生じてきているというのは事実である。米国の研究開発・配備のプロセスと日本の研究開発・配

備のプロセスとが、はたしてどのような関係になってきているのかという点での調整が必要になる

だろう。 
 
○日本の武器輸出 3 原則の将来は 
・ 新しい要素として、米国は、日本との共同研究開発だけではなく、世界的な協力関係を考えている

ことが挙げられる。この観点から見ても、日米二国間の関係だけで全てを律するという考え方は、
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既に限界にきている。当面、大きな問題にはならないとは思うが、時間が経つにつれ、そのような

問題状況が発生する可能性がある。この観点から、いわゆる武器輸出三原則等の取り扱い、あるい

は対米武器技術供与の枠組をどのようにするかという問題を真剣に考えなければならなくなる時期

がくる。 
・ 日本の武器輸出三原則等とは、武器の移転について、それがセンシティブな技術でなくても、それ

が武器というだけで一切認めないとする一方で、汎用技術であれば、それがいかに大量破壊兵器の

開発に利用されようが放置しておくといった、非常におかしな原則になっている。重要なことは、

人・物・金の流れを確実に管理して、必要な場合には協力して、危険がある場合には、徹底して管

理するというのが本来の原則であるのに、単に武器であれば全て移転を認めず、それ以外は構わな

いというのはおかしい。そのあたりの考え方を変えていかなければいけない時期にきている。国際

協力自体が、共通の課題を解決するために、むしろ稀少な資源をいかに効率的に配分していくかと

いう考え方に変わってきている。我が国も、このあたりの考え方を整理する必要がある。 
 
 
 




