
平成１６年度 防衛戦略研究会議報告と討議

１「中国、台湾と朝鮮半島情勢」（平成１６年９月２１日）

（１）報告（中国のドクトリン変容と中台関係）

中国では、ドクトリンという言葉は、どういう軍事力を作るかというビジョンであり、

具体的な計画というよりも希望や願望に近い方向性を示すものとして使われている。究極

の仮想敵は米国だが、実際は台湾が作戦上の仮想敵となっている。「人民戦争」の表現は

現在も使われているが、抗日戦争時代からの「敵を深く誘い入れる」作戦は、対ソ戦を想

定した機械化部隊による「積極防御」へとドクトリンを変えていった。このような考え方

は文革で一度頓挫したが、７０年代後半から再度取り入れられていった。その準備中に湾岸

戦争が起こり、大きな変化が生じた。「現代的条件下、特にハイテク条件下の局部戦争」と

いう表現は後に「ハイテク条件下の局部戦争」という言い方に変わったが、このスローガ

ンに近いドクトリンは、仮想敵は究極的には米国だが、日本、インドネシア、台湾等も含

むと想定していた。

「ハイテク条件下の局部戦争」という言い方は、２００２年頃からあまり使われなくなった。

それに変わるスローガンも出ていない。その理由には政治的配慮がある。江沢民中央軍事

委員会主席と胡錦濤国家主席という双頭状況では、江沢民は新ドクトリンを発表したくな

いし、胡錦濤にはその能力がなかった。そのような状況下で「情報化戦争」、「ハイテク条

件下の局部戦争」、「現代的条件下の局部戦争」、「現代的条件下の人民戦争」、「IW条件下

の人民戦争」などの用語が百花繚乱した。

こうした中、イラク戦争の影響で「積極防御」は読み替えられ、前線・後方の区別をし

ないことが解放軍のコンセンサスとなった。戦争が始まったらすぐに中枢を叩くことが防

御なのだという考え方は、明らかにイラク戦争の影響と思われる。

軍事ドクトリンの変容と人事交代の影響についてだが、２００４年９月の中央軍事委員会主

席交替と委員会改組で、副主席に徐才厚（中央書記処書記・総政治部主任）が増補され、

曾慶紅が副主席にならなかったことは、ある意味で江沢民の敗北である。ただし江沢民系

で早く昇進した南京軍区出身の陳炳徳（済南軍区司令員）が委員に増補されている。また

喬清晨（空軍司令員）、張定発（海軍司令員）、靖志遠（第２砲兵司令員）が補されたこと

から、ハイテク指向は明らかである。ちなみに陳炳徳は１９９２年に陸軍指揮学院の長を務め

ており、軍区というより陸軍の代表と見ることができる。

新しい委員会メンバーを見ると、台湾を想定した人選であるとよく言われるが、これは
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特に台湾を意識しているというより、こういう人しかいなかったのではないか。「台湾」と

いえば国家統一が未完という意味で解放軍の意味も残り、台湾との関係が緊張すればする

ほど解放軍の予算も増えるという利益もある。

台湾との間で実際に戦争が起こる可能性は低い。なぜなら中国は非常に長い目で考えて

おり、今は経済力を中心とした総合的国力を伸ばすことが重要で、それを維持できる政治

体制が現政権だと考えるからである。台湾側では民進党が台湾アイデンティティを強調し

なければならないため、ある程度まで緊張は生じるだろうが、途中で落とし所を見つけ、

戦争にはならないだろう。だが長期的には、中国の国力が大きくなるにつれ、それに対抗

できる力は相対的に漸減する。中国が台湾を攻撃、あるいは吸収しても、米国も日本もこ

れを止められないだろう。

中国でも利益の多元化が進んでいる。中国経済を握っている赤い資本家たちが戦争を望

まないことは十分ありえるし、台湾と隣接する福建省の人は中台対立を望んでいない。多

元化した政策決定のなかで戦争を起こそうとする人はいない。起きるとすれば、戦争した

くないのに止めてくれない状況、すなわち台湾が暴走するシナリオである。それが避けら

れるかどうかは、陳水扁と彼の後継者の力量にかかっている。

（２）報告（朝鮮半島情勢（在韓米軍の再編と米韓同盟））

在韓米軍の削減・再配置と米韓同盟という問題は、まだ非常に流動的な状況にある。

RMAの成果をとりいれて最新鋭の装備で相手の能力を上回る、ディフェンス・トランス

フォーメーションの議論、あるいは「顔」のない脅威に、いつ、どこででも迅速に対応で

きる緊急展開能力を整備するGPR（Global Posture Review）という問題は、当然朝鮮半島

にも波及している。米国との同盟再編についても、駐留米軍の役割、規模の変化、韓国自

身の役割の変化、という問題が取り沙汰されている。

ポイントを３つ挙げると、第１に、イラク情勢である。安定化後も３～５万人の米軍の

駐留が不可欠とみるのが一般的な見方である。しかしその兵力は、欧州やアジアから抽出

しなければならない。現実に、在韓米軍の兵力削減分１２，５００人のうち３，６００人がイラクに

派遣されている。将来的には、空軍力を重視し三沢基地の重要性が高まる、また、在韓米

軍の兵力削減を航空打撃力で補い、F‐１６が朝鮮半島の東側を行動半径に収める等の専門家

の指摘がある。第２は、新しい脅威に対する迅速な対応である。緊急展開能力が整備され

ようとしており、地域ハブ基地としての座間の重要性が増大している。在韓米軍との関連

では、第２歩兵師団の１個旅団が本土に移駐してストライカー旅団化されている。第３に、

脱冷戦型の、シナリオのない脅威への対応とは別に、アジアには北朝鮮、台湾等の従来型

脅威も存在する。したがって従来からの抑止力を維持するために韓国防衛の韓国化が必要
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となってくる。これら３つが同時進行しているのが朝鮮半島の情勢である。

在韓米軍再編については、２００３年より米韓で「未来同盟構想」（FOTA : Future of the

Alliance Initiative）といわれる協議が続いている。０４年７月に開かれた会議は非常に重要

な会議であった。協議された内容は次の通りである。

・・龍山基地（司令部）を２００８年１２月までにソウル南方８０キロの平澤に移転する。

・・第２歩兵師団を含む地上軍の再配置を２段階で実施する。すなわち、第１段階で２００６年

までにソウル北方の議政府、東豆川に統廃合した後、第２段階で０８年１２月までにソウル

以南の鳥山・平澤に移転する。但し全面的に移転した後も、韓国側の強い主張により部

隊訓練はソウル以北で実施する（ローテーション配備）。

・・２００５年１２月までに（時期が重要）在韓米軍３８，０００人のうち１２，５００人の兵力を削減する。

それにはイラクに派遣される第２師団第２旅団の３，６００人が含まれる。

・・２００６年までに、前線防衛における米軍の「１０項目任務」（共同警備区域（JSA）警備に加

えて、地雷散布、爆弾誘導などの前線統制、後方地域での化学・生物・放射能汚染の制

御、北朝鮮特殊部隊の海上侵透阻止など）を韓国軍に委譲する。但し、最も困難な任務

である、最前線にある北朝鮮の長距離砲を無力化する対砲兵作戦については、実際に韓

国軍がどこまでできるか半年毎に能力評価を行って決定する。

・・在韓米軍自身も３年間に１１０億ドルを投資し、連合軍としての戦力近代化を推進する。

・・釜山、春川、坡州、議政府、東豆川など都市部にある１３の米軍基地を、代替基地なしに

早期（２００５～０６年）に返還する。

第２師団に関しては、これまではこの師団が前線にいることでトリップワイヤの役割を

果たすといわれてきたが、後方に移転することで米軍の脆弱性が低下し、後方から柔軟に

戦力を投入することが可能となり抑止力が向上する。また、在韓米軍が韓国に張り付けら

れるのではなく「地域的役割」（遠征部隊化）を担うようになる。「戦略的柔軟性」という

言葉が用いられているとおり、守備範囲が極東ロシア、台湾海峡、グアムにまで拡大し、

対テロ、WMD、人道救援、海上交通防衛などの新しい任務が与えられる。中国に対する

抑止効果も考えられる。鳥山・平澤に戦力が増強されれば、黄海での米軍のプレゼンスが

強化されるからである。

一方韓国側では、韓国防衛の韓国化が進むことにより、前線防衛任務が韓国軍へ委譲さ

れるだけでなく、在韓米軍の地域的役割が韓国軍に波及し、韓国軍も地域任務に参加せざ

るを得なくなるかもしれないことが、重大な懸念事項として捉えられている。また米軍の

地域的再編の中で、PPH（Power Projection Hub）、MOB（Main Operating Base）、FOS

（Forward Operating Site）という垂直的体系による「北東アジア地域司令部」のような

形が示されているが、第１軍団司令部の座間移転や、第５空軍司令部（横田）と第１３空軍
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司令部（グアム）の統合構想に鑑み、日本やグアムがPPHとなり、韓国がMOB、つまり

垂直的体系の下側におかれるのではないかとの懸念を韓国は抱いている。

米韓同盟の再編と韓国のジレンマについては、日本の理解と韓国の理解とは異なるのだ

が、韓国は日米同盟と米韓同盟を「疑似三角同盟」つまり同等のものと見ており、関係が

垂直化することへの不快感、懸念を持っている。よく言われるのは、「バスケットの中に

あるふたつの卵」（“Two eggs in a basket”theory）、すなわち、対称性がある二つの同盟

は、一つが壊れるともう片方も壊れるという考え方である。また変革・再編の結果、第１

軍団が座間に移転すれば、在韓米軍はその指揮下に入ることになる。米韓同盟が地域同盟

化すれば対称性は回復するが、それにより中枢機能に「巻き込まれていく」懸念、またそ

れに伴う国防費のさらなる増額（現在GNP２．３％）というジレンマがある。また日米同盟

再編によって日本が軍事大国化するのではないかという議論も見られる。

韓国防衛の韓国化については、コストやタイミングが非常に問題である。戦力増強と基

地移転、地域同盟化を同時に行うことは到底できず、韓国側は移転時期の延期を訴えてい

る。

また、韓国は、日米および米韓同盟の地域同盟化が中国を刺激するのではないかという

点を懸念している。

韓国の選択肢としては、包括的地域安保同盟（保守派の立場）、米韓同盟の現状維持、戦

略的パートナー（有事駐留）、多国間安保協力体制、等の幅広い議論がなされている。

韓国内の議論が大きく二つに分かれていることを強調したい。伝統的に安保に関わって

きた米国留学組の保守派は、米国重視の立場をとっており、米国に見捨てられることを非

常に恐れる。現政権メンバーに代表される革新派は、自主防衛を標榜し、北朝鮮よりも米

国の脅威を重大と考え、むしろ米国の紛争に巻き込まれることを懸念する。両見解は激し

い競合関係にあるが、かつての脅威認識は今や完全に逆転し、韓国史上初めて、北朝鮮よ

り米国を脅威とする見方が増えているのは非常に興味深い。

（３）討議

①中国に関して

○中国の視点

中国が東アジアでどう行動するかの議論は注意しなければならない。中国にとって

東アジアはごく一部にすぎない。あと２０年もすれば日本を追い越せるという長期展望

の議論もあり、中国はインド等を含めた世界的視野で物事を考えている。朝鮮半島で

の事態にどう対応するかは、戦術的レベルの話で、北朝鮮が崩壊しても仕方がない、

という見方をとっている。
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○対外政策の変容

�小平の軍事政策における基本は、ロー・プロファイル、不介入で、他の大国から

懸念をもたれないようにすることだった。軍事力現代化は局地的、突発的な戦争を念

頭においた緩やかなもので、米国にも妥協的な態度をとった。しかし、このような方法

は�小平のようなカリスマ的指導者だからこそできたことで、現在では状況が異なる。

今の中国では、中産階層が増えて一定の世論が形成されてきた。一般的な世論は、

感情的な強硬姿勢になることもあり、それが政策圧力になっている。したがって、合

理的に考えれば戦争の可能性はないものの、世論に引きずられて勃発する戦争の可能

性は無視できない。

軍隊は非常時を想定しているので、最悪のシナリオに対する攻撃的側面を否定でき

ない。特に台湾については、軍をはじめ胡錦濤のライバル達が胡錦濤に政治的圧力を

加えるために台湾問題を使っているという側面がある。江沢民が「台湾との戦争は不

可避」と語ったことも影響している。胡錦濤の権力が固まり、中長期的に安定してい

くまでには時間がかかる。台湾問題の解決は、台湾だけを見ていてはだめで、こうい

った中国社会のメカニズムの中を見ていかなければならない。

○海洋進出

海洋進出には二つの側面がある。一つは中国の海空ミサイルをはじめとするハイテ

ク化だが、もう一つ、より重大な側面として国内政治が絡んでいる。１９９２年の領海法

で海洋進出に関する法的枠組ができたが、外交部は必ずしもそれに賛成ではない。し

かし解放軍は全人代で決まったことだからと活動している面がある。また解放軍は昔

から末端まで命令が行き届かないところがあり、胡錦濤レベルまで情報がどれだけ達

しているか今でも分からない。海洋進出については着実に進出しているという見方を

する識者もいるが、中国がそれほど一貫して合理性を持った行動を取っているとは思

われない。

○軍のハイテク化と維持コストとの関係

中国にはかつて６００万人の兵隊がいたが、今では２５０万人を切っている。１９８５年に１００

万人の兵力を削減し、その後さらに５０万人を削減した。「人件費削減により余剰資金

をハイテク化に向ける」という論理で削減を断行したが、江沢民は、削減によってか

なり恨みを買ったと推測されている。解放軍内で機械化重視派とIT重視派の対立もあ

る。機械化派は自分たちが削減対象になる恐れから「両方を同時に進めよう」と主張

しているという背景がある。

○ハイテク軍事力に対する自己評価

全体としては悲観的である。劣った兵器では米国に太刀打ちできない、特にイラク
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戦争がそれを証明しているという見方である。他方、そうではない、ハイテク兵器な

らその格差を一気に埋め得るという意見もあるが、評論の域を出ていない。当面はFire

War、IW等今までの路線でやっていくしかないだろう。

○米軍再編に対する考え方

解放軍報その他の資料には、米軍再編に関する特別な論評はない。このことは、逆

に考えれば中国にとってそれだけ大きな衝撃だともいえる。中国の要人は、米軍の再

編成で日本にウェイトが置かれ、日本がハブ基地化、垂直化し、それが中国を狙って

いるのではないかと気に懸けていた。

グローバル・ウォーに関して、米国は、重心をあちこちに動かせる、というモビリ

ティを重視している。こうなると固定した意味での「地域」はない。朝鮮半島ではこ

れまで北朝鮮の脅威が焦点だったが、それが緩和されてもう少し広く考えられるよう

になった。在日米軍が日本防衛に固定化されず活動することを考えると、在韓米軍も

朝鮮半島に縛り付けられる度合いを少なくして、自由に活動するという一面が出てく

る。

○米国のミサイル防衛に対して反対しない理由

ミサイル防衛については、２００３年までは中国メディアは強硬に反対していたが、今

は目立っていない。米国に反対してもどうにもならない、米国との関係を悪くしたく

ない、という理由が考えられる。対抗策の一つとして巡航ミサイルの開発を進めてい

るが、どこまで進展しているかは疑問だ。もう一つは正面きっての対抗でなく、「ど

んな大きな国の強い軍備にも弱点はある、それを探そう」という言い方に示されてい

る。ただし、米国の弱点が何かということになると個々の事例が指摘されるにとどま

っている。

○テロ問題に関する対米協調

テロに関して中国は、米国のイラク戦争に対して解放軍を派遣するということはな

いし、中国のテロ問題はあくまで国内問題であり、外国からの援助は一切受け付けな

いという原則を守っている。米中関係の改善は、あくまで中国に米国の矛先が向かな

いための戦略の一つである。中国にとっては、テロによって国際政治が様変わりした

のではなく、テロにより米国の対中テンションが下がったという程度にすぎない。

○日本核武装に関する議論

中国では、日本を直接の対象としない安保研究者は、日本の核武装を「考えうる議

論」だとする。その根拠はIAEAが予算の３分の２を使って査察しているからである。

日本対象の地域研究者はそうではないが、そもそも中国では少数派である。日本の核

武装に関する中国の懸念は、韓国のそれに対するより非常に強い。六者協議における
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三原則の一つ、「非核化」の理由の一つは、北朝鮮の核武装が行われると、日本が連

鎖反応を起こすかもしれないという懸念である。

○今後の台中関係

中国は最終的には戦争を望まないとの見解は、常識的に考えれば確かにその通りで

あり、台湾の民進党もそれを前提にしている。しかし最近、解放軍関係者の間では、

李登輝時代の対話がどれも失敗したため、平和的手段という選択肢はもはやなく、増

強した軍をどう使うか、圧力をかけ、あわよくば戦わないで勝つ、といった議論が聞

かれる。解放軍の増強のスピードは速く、米国も強く懸念している。台湾を対話に乗

せるための圧力が必要と中国は考えているかもしれないが、それに台湾も米・日も反

応して悪循環に陥る恐れがある。

９０年代の中台関係の緊張によって生まれた台湾アイデンティティは、まだ確立して

いない。陳政権は僅差で選挙に勝利したが、経済面での失政が多く、故に台湾アイデ

ンティティを前面に出さざるを得ない。一方中国にはそれに効果的に対処する術がな

い。ボトムラインである独立は、解放軍の実力を顕示することで抑止するしかない。

中国と台湾の両者は戦争してはいないが、ぎりぎりのところで神経戦を行っている。

民進党は台湾人が多いこともあり中国とのパイプが非常に細く、日本や米国との関係

も弱い。

②韓国に関して

○在韓米軍再編後の閉鎖基地

春川は実際には米軍基地の街で、基地問題は深刻化している。北からの侵攻ルート

に位置している以上、韓国軍が全く基地を使わないということはないだろうが、米軍

と韓国軍では事故を起こしても韓国内でも問題化の度合いが異なる。また存続の必要

性については政治的な判断も加わってくるかもしれない。

○地域同盟とグローバルな問題との関係

地域同盟は、実際には、グローバルな問題につながっている。イラク派遣は地域を

超えてグローバルに拡大している。韓国軍がイラクに派遣される際、当初米軍は戦闘

部隊の派遣を要求した。韓国が戦闘部隊を送らなかったため、在韓米軍から第２歩兵

師団が引き抜かれた、という見方もできる。ある意味で日本よりもずっと厳しい立場

である。

関連して重要なのは、朝鮮半島から米軍が留守になったときに、ローカルな脅威に

一体誰が対応するかである。この点を、韓国は一時期楽観的に考え過ぎていた。北朝

鮮への融和的な姿勢が満ちていた時期、韓国海軍は潜水艦保有、空母構想などを進め
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たが、韓国が自分たちの立場を分かっていないことに米国は苦々しい思いを抱いてい

た。関連して韓国防衛を韓国化し、米軍が後方にいる中での指揮権の話も難しい問題

である。

盧武鉉政権の「協調的自主防衛」の語は形容矛盾である。盧武鉉政権が最初に自主

防衛を言い出して、後から米国との関係で協調を謳わなければならなくなったという

ことだろう。

２ 「東南アジア情勢」「アジア太平洋地域の同盟と多国間安全保障」（平成１６年１１月１５日）

（１）報告（東南アジア情勢）

（米国の東南アジア政策と各国との関係）

米国の東南アジア政策には、３つの重要な特徴がある。その一つは、米国の基本的目標

はこの地域の安定にあるということである。例えば、２００２年６月にパウエル米国務長官が

東南アジアを訪問した際に、東南アジア地域の安全と繁栄は米国のアクティブ・ミリタリ

ー・エンゲージメントに依存していると発言したが、このエンゲージメントは、米国の前

方展開能力と、日本、韓国、フィリピン、タイ、オーストラリアとの軍事同盟である。こ

の発言は、９・１１事件とあまり関係がなく、以前から連続しており、９・１１事件でむしろ逆に

強まったと言える。

２番目は、東南アジアというのは、狭義の東アジア、つまり日本、朝鮮半島、中国、あ

るいは台湾の問題に比べると重要度が一つ低いということである。クリントン政権の時に

は、９７年から９８年に起こった東南アジア諸国の金融危機の際には財務省が入ったが、それ

以外は、基本的にはAssistant Secretary of Stateが東南アジアを担当していた。次のブッ

シュ政権になるとDeputy Assistant Secretary of Stateが基本的に担当している。政治任

用ではあるが中堅クラスの行政官が普段は担当し、特定の危機時にのみ高いレベルの政治

指導者が東南アジアに関心を持つという状態になっている。

３番目は、インフラの問題である。米国の東南アジア政策の基本的目標はこの地域の安

定であるため、当然、第７艦隊などの米国の軍事力が東南アジアに展開されている。また、

米軍と各国の軍の間に緊密な関係が存在している。この３つの特徴が重要だが、中でも特

に重要なのは、第７艦隊の展開、そして米軍と各国の軍との関係であろう。

こういう状況は、９・１１事件によって殆ど変容していない。これを東南アジア側から見れ

ば、米国が依然として政治、軍事的安定を第一義的に求めている事が大きな問題かとも思

われる。つまり、米国が、東南アジア地域の安定を考慮せずに、９０年代に貿易や金融面に

おける開放を行ってしまったが故に、９７、９８年のあの金融危機が発生したと考えられない
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こともないのである。その意味では、もっと広い、包括的な安定ということを考える必要

がある。

９・１１事件以降、米国政府が、ブッシュ政権の指導下で東南アジア地域のいかなる問題に

関心を持ってきたかを考察すると、一番の関心事項はインドネシアである。ここには２つ

の意味で関心を払うべき点が存在する。

一つは、インドネシアが世界で四番目に大きな人口を持つ国で、しかも地理的に見て、

東南アジアあるいは東アジアの地域安定の鍵になるという昔から言われた議論である。

もう一つは、インドネシアが世界最大のイスラム教徒人口を抱えるムスリムの大国であ

り、米国がイスラム世界に関与していく上でこの国が重要な鍵になるという点である。イ

スラム世界と民主主義というのは背反するのではなく、米国の考える「イスラム世界にお

ける民主主義」が成功することを証明する上で、このインドネシアがモデルになりうる。

テロとの戦争という面での米国とインドネシアとの関係では、他の国と少し異なり、基

本的に警察支援という形で援助を行っている。例えばカウンターテロリズム部隊の創設は

警察支援の一環として行なわれ、軍に対する支援ではない。これには、９０年代の初め以来、

インドネシアの国軍が各種の問題を引き起こしてきていたという背景がある。

インドネシア以外では、フィリピンでは、アロヨ大統領がイラクからフィリピン軍を撤

兵させたにも関わらず、ミンダナオにおける米軍との軍事協力が進んでいる。

マレーシアについては、マハティール時代にあれだけ米国を批判し、両国間で批判の応

酬があったにも関わらず、実務レベルにおける情報交換あるいはテロ関係者の逮捕等につ

いて、非常に円滑な協力が行なわれている。

シンガポールは、米国にとって最も重要な対テロ戦争協力国の一つで、ここは単にテロ

についての情報交換やテロリスト逮捕だけに止まらず、経済的な反テロリズムの問題、そ

れからコンテナー・セキュリティー・イニシアティブにおいても協力が進んでいる。タイ

も反テロリズムについてはあらゆる側面で米国に協力している。

このように見てみると、ASEANの主要国は、インドネシアを除けば、基本的には非常

に良くやっていると米国は評価していると言える。

（東南アジアのイスラム主義）

東南アジア地域のイスラム人口の分布は以下のようになっている。インドネシアでは人

口２億１千万の内、１億８千万がイスラム教徒で、このうち約半分が敬虔なイスラム教徒、

残りの半分は統計上のイスラム教徒と言われる。マレーシアは２，７００万人の内１，３００万人が

イスラム教徒、フィリピンは６千万の内３９０万、これは基本的にミンダナオに集中してい

る。タイも５％だが２４０万、マレーシアと国境を接する南部の３県にムスリムがいる。そ
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れからブルネイに２００万人、シンガポールには６０万人のムスリムがいる。

これらのイスラム教徒の内、過激派として一番良く知られているのがジェマー・イスラ

ミアである。これは１９９８年に、故アブドゥルラ・スンカルというイエメン系アラブ人によ

って作られ、現在は２代目の指導者アッブ・バカル・バアシルが率いている。彼もイエメ

ン系インドネシア人だが現在拘留中である。その目的はカリフ制の実現のためにイスラム

国家を建設することである。その敵は誰かというと要するに悪魔と悪人で、ムスリムをイ

スラム教徒の道から誘惑によって誤った道に連れ込んでゆくもの、これが悪魔であり、そ

の最大のものが米国とされている。そういう悪魔を敵とし、聖域で教徒を教育し、次いで

聖戦（ジハド）を行うことが基本的な考えである。

実際の活動としては、１９８０年代から９０年代にかけて１，４００人程のインドネシア人がアフ

ガニスタンで義勇兵として戦い訓練を受け、この中の数百名がジェマー・イスラミアに参

加したと思われる。この一部がミンダナオにあるモロ・イスラム解放戦線のキャンプ内に

独自の基地を作り、さらに多くのインドネシア人に軍事訓練を施した。現在までに、おそ

らく１万５千から２万５千人がジェマー・イスラミアの軍事部隊としてアフガニスタン、

ミンダナオ、マルク、ポソ等で軍事訓練を受けたと推測できる。

ジェマー・イスラミアの現状は、大きく二つに分裂しているというのが一般的観測であ

る。一つのグループは国際的なネットワークで、ラビタトゥール・ムジャヒディンという

グループであり、この中心人物はハン・バリだったが、逮捕され現在は米国の拘留下にあ

る。彼らは基本的にはアフガン帰りが中心であり、無差別テロを行っている。それに対し

て、もう一つは、アブ・バカル・バアシルを含むインドネシア国内で訓練を受けた者が主

体のグループである。彼らは教育に重点をおいて、テロではなくて教育によって自分達の

隊列を強化しなければいけないと考えているようである。このグループは多数派を占め、

現在までテロには殆ど関与していない。

その他に、イスラム同胞団がある。これは、エジプトのイスラム同胞団の系譜を引くグ

ループであり、８０年代にインドネシアに導入され、現在は『聖戦』という過激な内容の週

刊誌を出している。ただ、このグループは必ずしも武闘派ではなく、むしろ議会主義路線

をとっている。政治的にははるかにジェマー・イスラミアよりも強い勢力であり、中長期

的には要注意な団体である。

マレーシアには、マレーシア戦闘団というグループがある。これは１９９５年にパキスタン、

インド、インドネシアに留学した若い人たちが中心になって作られた。この中核には、や

はりアフガニスタン帰りのムジャヒディン達が座っており、さらに、インドネシアでも勢

力を持つラビタトゥール・ムジャヒディンというグループに参加して、いわば国際的な共

闘関係にもあったグループである。
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フィリピンにおいては、アブサヤフとモロ・イスラム解放戦線という二グループがある。

この中で圧倒的に重要なのはモロ・イスラム解放戦線である。１９８４年に民族解放戦線から

分派したグループだが、この中心には１９６０年代から７０年代にかけてエジプト政府の奨学金

で留学した者たちがいる。このグループは８０年代の初めから、千人以上のミンダナオのフ

ィリピン人をアフガニスタンに派遣し、この中から戻ってきたものの一部がモロ・イスラ

ム解放戦線の中でも特別な作戦グループというのを作ったようである。彼らはインドネシ

アのジェマー・イスラミアと協力関係にあり、ミンダナオにある基地の中にジェマー・イ

スラミアの基地を作らせている。

タイでは、最近内乱が発生し、死傷者も出ている事態になっているが、どの程度イスラ

ム主義、例えはジェマー・イスラミアやマレーシア戦闘団と関係しているかは判然としな

い。ただ、ジェマー・イスラミアが中心となって１９９９年にできたラビタトゥール・ムジャ

ヒディンにはタイの代表が入っており、その点を考えると何らかの関係があるものと推測

される。タイにおける基本的な争点は、イスラム教育を含め、管理下に置こうとする政府

とイスラム教徒との対立であり、増加傾向にあるマレーシアや中東への留学を制限しよう

とする政府とイスラム教徒との対立である。

（２）報告（アジア太平洋地域の同盟と多国間安全保障）

（アジア太平洋地域の同盟）

アジア太平洋地域における安全保障上の脅威は、従来型の脅威と新しい脅威が混在して

いる。国家間の安全保障上の脅威としては、ロシア、中国という核兵器国があり、北朝鮮

という核兵器の開発を断念していない国があり、朝鮮半島問題もあり、中台問題もあり、

領土問題もある。一方、テロリストや国際犯罪集団、海賊などの脅威も存在している。そ

のようなアジア太平洋の安全保障を確保する手段としての同盟と多国間安全保障という二

つの視座から考察を加える。

アジア太平洋の同盟関係、ハブ・アンド・スポーク関係は以前より継続してきたが、冷

戦時代の二極構造とソ連が崩壊した後も変わったといえる状況にはない。つまり、米国は

日本、韓国、タイ、フィリピン、豪州との同盟、さらに正式な同盟ではないもののシンガ

ポールとの戦略的協力を使い、この関係を強化しているといえる。一方で、中国、北朝鮮

間の安全保障協定、ロシアと北朝鮮との間の安全保障協定等、中国とロシアの合意なども

存在している。

米国のアジアにおける懸念は、「不安定の弧」のアジア側に関する懸念であり、インド

ネシア、フィリピン、タイ南部が明確に懸念であると指摘されている。

現在の米国にとって二国間同盟の枠組は、時宜に応じて同盟国を使い、自らの地域政策
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を展開できるという点でアジア太平洋地域においては好都合だという判断がある。多国間

主義はむしろ米国の影響力を薄めるという考えが９・１１事件以降ますます強まり、逆に同盟

関係が強化されてきているのでないか。Global War on Terrorismというスローガンでま

とめようとしているが、これは実態的にはハブ・アンド・スポークがさらに強化されてい

るものと考えられる。ただ逆に、米国は同盟国の忠誠心を不安視もしている。良い同盟国

は必ずしも従順な同盟国であるとは限らず、協力的な同盟国は、その程度に差があるもの

の何らかの協議が必要である。そのために同盟のマネージメントが複雑になるという認識

が出てきているのではないか。

そのような状況下で、中東、アフリカから東南アジアまでの「不安定の弧」で米軍基地

施設の密度が他の地域に較べて低いことから、現在の米国のGlobal Posture Review（GPR）

とトランスフォーメーションが出てきている。

ブッシュ大統領は、海外に駐留する米軍のうち６～７万人を１０年かけて米本国に帰還さ

せることを発表した。これは、欧州、独からは４～５万人、アジア太平洋地域から１万～

１万５千人が引き揚げるものである。アジア太平洋地域は数的には大きな変化になってい

ないものの、実質的な構造調整的変化が出てくるのではないだろうか。

日米同盟については、先般の「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告書で、日本側は

これを継続し、革新・刷新するとされた。米国側にとっては、日米同盟の戦略的意味は、

北東アジアにおいては北朝鮮に対峙することと中国の台頭にバランスするという二つの面

がある。それに関連して、米国のGPRに基づくトランスフォーメーションでの在日米軍の

再編、座間への米第１軍団司令部移転問題は、今の政府の統一見解や解釈でそのまま可能

かどうか、ある程度の変化がでてくるのではないかと思われる。

米韓同盟に関しては、日米同盟とは違う韓国の国内事情がある。在韓米軍兵力が２００８年

までに１万２千５百人削減され、かつ地理的にも多くが南方に移動する事態は、一定の影

響をもたざるを得ない。北との対峙が解けていない現段階で改編を行うブッシュ政権の政

策は、この地域だけでなく、在日米軍にも一定の影響を与えるはずである。ベトナム戦争

のときを除けば、在韓米軍が域外に派遣されたことは今回のイラクが最初であったことも

想起される。米国の中で地域防衛部隊とでも訳すのか、Regional Defense Forceに在韓米

軍を再編することも検討されているが、その戦略的焦点の一つが中国になるのであれば、

この要素も相俟って、北東アジア地域の既存のハブ・アンド・スポークとは違う部分が出

てくる可能性がある。

アジア太平洋地域における米国のもう一つの同盟相手は豪州である。９６年シドニー宣言

で米国との二国間関係が確認されているが、豪州にとって米豪同盟の重要性とは、豪州の

防衛はもちろん、米国の持つインテリジェンスへアクセスすること、米国の兵器システム
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へのアクセスができることである。米豪同盟は日米同盟と違い、豪州は米国の同盟国とし

てinner allyであり、日本とは格付けが違うアクセスを持ち、米国にとっては「太平洋の英

国」であるとする識者もいる。

豪州は東南アジア地域のテロリズムが自国に与える影響を非常に懸念しているが、米国

との同盟関係を強化すると、米国（保安官）の助手（副保安官）と見られることによって

東南アジアから狙われる危険性もある。こうした例にあるように、ハブ・アンド・スポー

クの米国との同盟関係は、アジア太平洋地域の各国に少しずつ違う様相を与えている。

一方で、対米同盟を結んでいる国同士の関係についても検討が始まっている。９・１１事件

以降、非常に一国主義的色彩を強くし、介入主義者となっている米国の同盟国となること

が自国にとって利益となるかどうかという問題を、各国は考えるようになってきているの

である。NATOほどの歪みはないにしても、超大国である米国との関係を維持しつつもど

ういう同盟関係を構築していくべきかが、同盟国側にも課題となってきている。

米国の同盟国であるスポークのところで、マイク・モチヅキ的表現では車輪化、ホイー

ル化してゆく、あるいはネットワーク型の同盟が出てくるのではという議論もある。しか

し、ホイールを作る同盟国側でもお互いに非脅威的関係ができるかが非常に難しい。テロ

とかミサイル防衛とかPKO協力とかPSIといったような分野で部分的な車輪化ができるか

もしれないが、それ以上に進展するのは困難との印象がある。

中国は、新安全保障観についての最近の論考を読んでみても、あるいは多極化に関する

論考を読んでみても、多極化協力をしなければいけないと表面的に論じているものの、実

際には、協調という名の下に競争し、あるいは米国の覇権をチェックしたいという本音が

見える。

このように考察すると、アジア太平洋地域における多国間安全保障でできることは限定

的である。しかし、その一方で、同盟・ハブ・アンド・スポークが強くなりかつスポーク

の一部分でたとえ薄い形でも車輪的なものになったとき、中国が封じ込められるという懸

念を持つことを避けるための方法は、やはり、中国を含めた多国間安全保障枠組ではない

か。

（アジア太平洋地域の多国間安全保障）

アジア太平洋における多国間地域協力についてみると、APECにしてもASEAN＋３に

してもARFにしても、ASEAN自体としても、本来は経済協力のための組織が、最近では

安全保障のテーマも取り上げている。例えば、そこでテロ対策を講じるとなると、台湾が

入っているAPECの枠組においても中国は反対できないという形が生まれている。既存の

各種の地域組織において、テロを軸にして安全保障が取り上げられている。APEC首脳会
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合、ARF、ASEM、ASEAN＋３、いずれにおいてもテロがアジア太平洋における多国間

安全保障協力ののりしろである。海洋安全保障、つまり海賊や海洋テロへの対応に関する

国際協力も進んでおり、この海洋安全保障、海賊・テロ対策が一つの協力対象として実現

可能性が高いのではないか。

トラック２については、急速にその数を拡大し過ぎた感があり、警戒感が呈されている

が、一方で、ある程度意味のあるものであればあってよいとの考えになってきている。

防衛交流が活発になったのも多国間安全保障の一つであるが、多国間共同訓練、あるい

はPSIなど、いろいろな対話の場が増えてきている。このような状況を見ても、ある程度

の多国間安全保障、対話程度でも一定の意味があるという評価をできるだろう。

同盟と多国間安全保障との関係については、いずれか一方でまとまるのではなく、やは

り同盟を中心としつつも多国間安全保障を併用していく。多国間安全保障の場で二国間協

力も行なわれ、同時に多国間協力も進むのではないだろうか。こうした併用形態が不安定

なアジアの当面の状況であると整理できる。

（３）討議

①各地のイスラム情勢に関して

○ロシア、中央アジアのテロと東南アジアのテロとの関係

チェチェンにはインドネシア人は少なくとも１０人以上が入っている。パキスタンへ

の入国は簡単である。

また東南アジアにも、パキスタン人やアルカイダ関係者が入っているが、人数とし

てはパキスタン、サウジの人間が多い。

○チェチェンの過激派への資金流入

チェチェンの過激派へは、アラブ諸国だけでなく、ロシアからも資金が流入してい

る可能性がある。また、チェチェン政府の高官達の中にも、自己保身のために過激派

に資金を渡したり、公金を不正に流したりする事実があるようだ。

○イスラム同胞団

イスラム同胞団がテロ活動のような行動を起こすかどうかは、他のイスラム組織と

いかなる関係になっていくかによるであろう。このグループは、政治的にはジェマー

・イスラミアよりも大きな力を内包している。

○中東のイスラム教国等からの東南アジアへの資金流入

イスラム教国から相当の資金が東南アジアに流れているはずであるが、使途を含め

た経済的流動は未知数である。例えば、中東の出版組織が出版助成として大量の資金

を東南アジアに送り、モスクの建設に始まって印刷物の出版や教育に充当されている
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が、この資金の一部または全部がテロ資金に流れることも考えられる。しかし、中東

の人たちが、資金を米国に持ち込むよりは、マレーシア等のイスラム金融機関に預け

た方が安心だと考えているのは事実である。

○テロ対策とネーションビルディング

テロ対策については、ネーションビルディングが鍵となる。宗教的な人口分布の偏

りや、インドネシアのスハルト体制のように、人作りに重点を置き、制度作りに力を

注がなかった歴史等に原因がある。こうした状況では、ネーションビルディングには

相当の時間がかかる。しかし、東南アジアの国々は、アフリカ諸国等と比べれば、破

綻的な国はなく、まだ良好な状態である。米国が言う安定は、狭義の意味では通用し

なくなっており、経済における通貨安定をはじめとした国家政策全体から見直してゆ

く必要がある。

②東アジア情勢に関して

○東アジア地域における同盟と安全保障の特色

同盟と多国間安保については、東アジアにおける安全保障は、防衛交流と安保対話

が基本である。実際に機能する安全保障体制の構築は東アジアでも北東アジアでも現

在では困難である。例えば、マラッカ海峡のような場所で海賊テロなどの事象が生起

すれば、機能することも可能となるのではないか。

武力行使を伴う地域協力については、アジア地域において武力行使を行うコアグル

ープの存在が必要であるが、中国などが控える本地域では難しいのではないか。ただ

し、テロや海賊行為のように中国が関心を示す分野もあることは事態の進展を示して

いる。

ハブ・アンド・スポークは、少しずつ変化している。しかし、スポークの外に別に

車輪ができるとは思わない。部分的に車輪あるいはネットワーク的な存在が構築され

てゆくのではないか。同盟関係の中では、日本の価値がGPRとトランスフォーメーシ

ョンにより上がっていると思われるが、その価値がどれほどのものになるかは今後の

日本の対応如何である。

○アジア通貨危機における米国の失策

イスラム教国からの東南アジアへの資金流入は、９７年の通貨危機に端を発している

可能性もある。９７年のアジア通貨危機は、米国の判断ではアジアの後進的な経済、政

治制度が原因であった。しかし、原因は制度、構造の問題ではなかった。この判断ミ

スによる米国やIMFの行動に対して、東南アジア諸国は不信感を抱いてしまった。も

し、この不信感が中東イスラム諸国に対する東南アジア諸国の親近感につながってい
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るとすれば、その根は深いことになろう。日本としては、米国や欧州の各国に対して、

こうした東南アジアの姿と考え方を適切に伝えるべきであり、欧米諸国の東南アジア

への非を認めさせて、両者の和解を図るべきである。

③同盟と多国間安全保障の概念

同盟と多国間安全保障の概念は、一般的には、同盟は少数国、多国間安全保障は多数国

というものだが、検討が必要である。国家の数による区別は、国連憲章が用いている基準

であり、以前の外務省も同様に、二国間、多国間という分類を行っていたが、こうした数

による区分が実態を誤解する原因となった可能性がある。例えば、NATOのような多国間

協定で成り立つ組織は、地域的機関とも考えられ、NATOがコソボ空爆を実施したことに

ついては、地域的機関における合意によるものとの意見もある。日米安保は二国間協定で

あり、極東条項発動に関連して国連への報告義務は明記されていないため、国際法学者に

よる意見が分かれているものの、将来、日米間の合意によって両国による行動がなされる

場合、それはNATOの行動と同様な性格を持っているが故に、日米安保を二国間同盟では

なくNATOのような地域的機構と同じものと捉えることができる可能性があるのではない

か。

３「インド・パキスタン情勢」「中東情勢」（平成１６年１２月１５日）

（１）報告（インド・パキスタン情勢）

インドとパキスタンの対話はずっと続いているが、以前に比較してはるかに地味に、し

かも細々と続いているという特徴がある。

インドとパキスタンの関係は、従来からどうやって正常な国家間関係を構築するかが最

大の焦点である。しかし、カシミールの帰属のような問題についてなかなか妥協できず、

今日まで半世紀が過ぎてしまっている。とはいえ、最近ではかなり打開の動きが見えてい

る。それは、理念にとらわれず現実的になってきたこと、そのように現実的にならざるを

得ないほど（特にパキスタンの）国内的状況が追い込まれているということ、最後に米国

の対印パ政策が相当積極化していること等に伺える。

両国対立の歴史的経過を説明すると、まず、冷戦期には、インドが非同盟外交を採った

のに対して、パキスタンは米国寄りの外交を５０年代から進めてきていた。今日に至るまで

パキスタンの対米依存は一貫している。パキスタンの政治を決める「３A」とは、Army、

America、Allahであるといわれるほど、米国は重要視されている。

ただし、これまでに、パキスタンが米国に裏切られたと感じた時期が３回ある。１回目
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は１９６５年の第２次印パ戦争のとき、米国は交戦国であるインド・パキスタンに対して武器

の供給を停止した。兵器を米国に依存していたパキスタンは当然に大打撃を受けている。

逆に、米国依存のほとんどなかったインドは比較的軽傷ですんだ。また、７１年の第３次印

パ戦争の際にも米国は助けてくれなかったとパキスタン側は考えている。最後は、９０年に

ソ連がアフガニスタンから撤退した後、米国がパキスタンへの武器供給、援助を止めた時

である。その停止の原因は核疑惑だったが、核疑惑はすでに８０年代から持たれていたにも

関わらず、米国はパキスタンを支援してきている。つまり、米国は「冷戦が終わるとパキ

スタンは用無し」という極端に冷淡な態度をとったということになる。

逆に、インドは、８０年代まで米国に対し強い猜疑心を持っていた。少しでも自由化の政

策の方向に動きそうな政権が出ると、CIAのスパイだと言われたほど、インドでは米国の

イメージは悪かった。それが９０年代から変わりつつある。これは相互的なことだが、むし

ろ、米国側がインドを大事にするようになってきている。インドの国際的重要性・地位を

認め、両国が対等に対話できるようになった感がある。

インドの新政権は、国民会議派（コングレス）が担うこととなった。インドでは、イン

ド人民党（BJP）の政権の方がより親米的ではあるが、コングレス政権が行う外交も、人

材的には新しいものはなく、結果的にはほとんど変化がない。

前政権のBJPには首相補佐官をやっていた、外交手腕に富んだブラジェシュ・ミシュラ

がいたが、それに代わったコングレスにはディキシットという元外務次官がいる。ディキ

シットはパキスタンに対して余り良い感情を持っていないこともあり、対パキスタン外交

に関してBJP政権ほどの鋭さに欠ける嫌いがある。

ただし、新政権にも、反米的な外交政策は一切出ていない。共産党などの閣外支持があ

り、国内経済問題では多少慎重になってきているものの、外交政策にはほとんど変化が無

いという現状である。

印パ関係は９・１１事件以降アップダウンが激しく、一時はカシミールのライン・オブ・コ

ントロールをはさんで百万の軍隊が貼り付き、１０カ月も対峙したことがあった。また、２００１

年の１２月にはインドの国会議事堂へのテロ攻撃も発生した。そうした対立の結果、両国間

の緊張は高まり、翌２００２年５月には皆が本当に戦争になると思い、西側諸国のビジネスマ

ンがこの国を引き揚げるほどになっていた。そうした緊張事態を経て、両国は、このよう

な状況が双方に何の利益も生まないことに気づいたようである。その結果、インド側のイ

ニシアティブによって一部の軍を撤退した上で、当時のインド人民党政権、バジパイ首相

のイニシアティブによってパキスタンへの対話を呼びかけ、同時にカシミール問題も少し

対話路線に変更するという形で、対話路線に移っていっている。それ以来、コンポジット

・ダイアログといい部門別に分かれて対話が進んでいる。
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パキスタンのムシャラフ大統領に対しては、彼が以前、カーギル侵攻を指揮した参謀総

長であることもあり、インド側は決して心を許していない。しかし、実際にはムシャラフ

大統領とインドのバジパイ首相、後継のマモンハン・シン首相との対話が行われ、徐々に

進んでいる。この背景には、パキスタンの国内事情がある。

イスラムの勢力、特に、アルカイダを含む外国勢力が相当パキスタンの国内に入ってい

る。また、アフガン側から逃げてきた人も相当数入国している。そのため、パキスタンと

アフガニスタンの国境地帯は、イスラム原理主義政党がその地方の政権を握っているとい

うこともあって、彼らの自由な活動地域となっていた。そこについにパキスタンの軍が投

入され、アルカイダのメンバーを含め相当数の人を逮捕している。

パキスタンは、かなりの力を注いでアルカイダや外国勢力を取り締まっている。パキス

タン側は、イスラムの過激分子やテロ活動家は皆ノン・パキスタニーだと考えている。こ

うした取り締まり活動強化の最中にムシャラフ大統領の暗殺未遂事件が２回起こってい

る。しかも陸軍本部があるラワルピンディで襲われた点も重要である。少なくとも反米感

情がムシャラフ大統領にまで向けられるということになってきている。逆にいえば、パキ

スタンは、ムシャラフ大統領及び一部エリート層とそれ以外に国内社会が完全に二極分化

し、しかもムシャラフ政権側がどんどん孤立化を深めるという、危ない綱渡り政権となり

つつある。

インド側の視点では、国連安保理の席を狙い、国際政治面でも経済面でも大国への道を

歩もうとする際に、隣国であるパキスタンとの対立・緊張は好ましくない。つまり、緊張

緩和に向かう理由は非常に明確である。パキスタンの方は逆に、カシミールカードも使え

なくなっている状況下で、ムシャラフ大統領はある意味で賭けに出て、カシミールを切り

捨てても、自らが国を治め、対米関係を良好に保ち、インドとの対話も進めようという意

図ではないか。

そうしたムシャラフ政権の動きの背後には、米国の対印パ政策の積極化がある。米国は、

かつてはパキスタンへの強い影響力を保持してきた一方、インドに対しては影響力がほと

んどなかった。近年では、インド側にもパキスタンへの圧力に関して米国を利用しようと

いう思惑すらあり、米国もインドに対してかなりの発言力を持っているが、それは、９・１１

事件以降の危機管理という意味での発言力に止まってきた。ただし現在、米国は、印パ間

の紛争解決をより積極的に模索する動きを見せており、注目される。

（２）報告（中東情勢）

２００４年から０５年にかけては、パレスチナとイラクの問題解決について、有利な要因と不

安定な要因がそれぞれ存在する。パレスチナ問題における前向きな要因は、自治政府議長
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選挙に向けて新たな胎動が生じていることである。自治政府首班の最有力候補であるアッ

バス前首相がテロの廃絶、つまり武装闘争を放棄し、またパレスチナ側から防衛闘争を今

後はテレビで宣伝しないといった前向きな動きが出てきている。（事務局注：その後、ア

ッバス新議長が選出された。）

しかし、パレスチナ内部の視点から見ると、アッバスの和平指向的な考えは必ずしも全

幅の支持を受けてはいない。テロは存在せず、あくまでこれは抵抗の武装闘争であるとい

う見方はまだ根強い。しかし、アラファトを交渉相手としないとしていた米国とイスラエ

ルのシャロン首相が、アッバスを交渉対象として認め、選挙などにも援助するという方向

を打ち出しており、やはり全体として前向きな動きであることに間違いない。

不安定要因は、米国のブッシュ大統領再選である。これはある意味、米国の中東戦略継

続性という点では一貫し、その限りでは前向き要因かもしれない。しかし、一方で、パウ

エル国務長官が辞任し、いわゆるネオコンが台頭することにより、しかもイラクのファル

ージャやモスルなどにおいて市民が戦闘行為に否応無く巻き込まれているということを考

えると、同様なことが起こりうるという危機が、不安定要因ということができる。

米国は、イラクとパレスチナの秩序回復を、アフガニスタンやチェチェンなどを含めた

イスラム世界の境域世界に広がる「不安定の弧」の安定化戦略の中に組み込もうとしてい

る。従って、イラク、パレスチナの秩序回復は、「不安定の弧」の最先端における安定化

戦略の問題として議論することもできる。

先般、モロッコにおいて「未来のためのフォーラム」（２００４年シーアイランド・サミッ

トで合意したアラブ民主化プロジェクトのための対話フォーラム）が開催された。このフ

ォーラムは必ずしも成功したとは言えないものの、ある種の成果を収めることができた。

これは、米国がハード路線のみならず、ソフト路線も一方で進めるという意味において歓

迎すべきことである。対話などのソフト・パワーを重ねないと、多分にテロとの戦争が、

米国の一方的な戦略的観念に基づく思想戦争にもつながりかねない。これはハンチントン

のようなコンセプトに戻れば、文明の衝突的なものを自ら招きかねないところが危惧され

ることになる。

パレスチナ、イラク問題は、これをアラブ、中東地域の側から見れば正義や尊厳の実現

にかかわる論点である。このトラウマを治すことなしには民主化は難しい。外からの力だ

けでこれを治癒することは難しいのである。むしろ、日本などがシーアイランド・サミッ

トで打ち出し米国も受け入れた、パートナーシップのように、ともに歩み、ともに考え、

ともに解決してゆくという、日本的な考え方によって、パレスチナとイラクの人々のトラ

ウマを治癒するごとき、メンタルな部分にも目を向けない限りは、民主化はなかなか実現

が難しい。
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米国のパウエル国務長官がこうした側面を理解していたかもしれない一方で、チェイニ

ー副大統領やラムズフェルド国防長官には、そうした思考は無いだろう。問題の一挙解決

型の新原理派に近い人々が、新ブッシュ政権下で中東民主化論者とこれから限りなく重複

していくであろうことに、一抹の危惧を覚えざるを得ない。

新原理派の問題点はアラブ地域から見ると、イスラム内部の対話と対決の行方をどうし

ても歪めざるを得ない。ファルージャの市街戦は市民の犠牲をどうしても伴う。これは、

過激派の武装闘争を熱狂化させるだけではなく、スンニー派宗教者委員会などの穏健派を

弱体化させる方向に働く。こうしたスンニー派中の我々が対話し引きつけるべきエレメン

トが、今や過激派の方に転向するようになっている。つまり、米国のネオコンが、アラブ

内部の民主化の動きや、内部からの民主化の基盤といったものを減速・破壊させかねない

ことになっている。

イラクとパレスチナを基軸としてイスラム世界と米国との間に緊張関係が醸される点が

危惧される。こうした事態を回避するために我々は何をすべきか、イラク問題で留意すべ

き点は大きく３つあると思われる。

一つは、イラク人のフセインからの解放自体を歓迎しなかったイラク人はまずいなかっ

たが、その解放行為が、外国人の異教徒によるイラク国家の占領という事態に変化してし

まっていることである。この事態をもう一回見直すということ、すなわち、ファルージャ

とかモスルにおける戦闘は、できるだけ地域に局地化し封じ込めを図っていくということ、

そのためにいかなる処置が取られるべきかを具体的に議論すべきである。

第２に、非常に強い地域ナショナリズムに配慮することである。イスラム原理主義やジ

ハード論自体は、ナショナリズムと結びつかないと単なる宗教的狂信性やイスラム・テロ

リズムにしか過ぎない。アフガニスタンやその他の地域に見られるように、そうしたもの

はいずれ孤立化していく。イラクでこの現象が強いのは、ナショナリズム、すなわちイラ

クの国民的感情とイスラム・テロリズムが結びつかざるを得ない構造ができているためで

ある。米国がイラク人にとって憎悪の対象に転換している事態を改善するにはいかなる方

策が必要だろうか。その解決策は、イラクにおける健全なナショナリズムを援護していく、

すなわち穏健派を育てることである。その穏健派を育てつつ、イスラム・テロリズムを分

離する工夫が求められる。この工夫は、文化交流、対話の様々なプロセス、日本が今オー

ル・ジャパンで試みているようなソフト・パワー的試みが効果的かもしれない。

３番目には、日本がもっと言って良いことであるが、平和と秩序の安定を図るために、

米国が地域住民との対話を行うべきだということである。日本のイラク派遣部隊の指揮官

達が行ってきたような対話の努力、地域住民に溶け込む努力、こうしたものが米国の場合

あまりにも希薄である。対話の重要性に関して米国の市民社会が全く関心を持たないとい
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うことは、日本の市民社会の意識と相当ずれがあるということを意味している。

アラブの市民社会内部にテロに批判的なまなざしを育てない限り、イラクにおける困難

な状況は続く可能性がある。これは他のアラブ地域にも当てはまるものであり、この点を

解決しない限り、中東和平の実現は遠い。逆に危惧されるのは、中東からヨーロッパへ暴

力やテロが拡散することである。フランスなどが米国と一線を画し、様々な形で慎重に活

動するのは、ヨーロッパは中東と地続きで、容易にテロや暴力が拡がる可能性を持ってい

るためである。こうした危険を避けるための重要な里程標は、２００５年１月のパレスチナ自

治政府議長選挙や同月のイラク国会選挙であるが、前途は平坦ではない。

サマワにおける日本の人道支援活動成功の要因は、日本側における地域住民との対話と、

様々なレベルにおける地域協力という点が大きい。同時に、オランダ軍による治安維持の

貢献も忘れてはならない。日本の中東政策にとって大切なことは、中東における今まで達

成した成果を適切に評価することであり、日本国民や（イスラム・アラブ世論を含む）国

際世論を確認しながら、撤収あるいは出口戦略の青写真を描くことである。日本の国家安

全保障問題と日本のエネルギー安全保障を中心とする中東イスラム政策とを十分に考慮し

た戦略的構想の中で、この問題は考えられるべきではないか。

日本は今、北東アジアから中東に広がる「不安定の弧」の理論、あるいは米国のトラン

スフォーメーション等を考慮しつつ、自らの中東戦略を定めなければならない時期にきて

いる。しかし、米国の中東イスラム戦略と日本の中東イスラム戦略とが、日米同盟論だけ

で全てを包含でき、かつ整合的になる訳ではない。パレスチナとイラクにおいてはある程

度は解決あるいは調整できたと思われるが、イラン問題、IAEA問題をはじめとした問題

などでは、両国の戦略に差異が生じる可能性がある。新世紀の日米同盟論と中東戦略の中

に、日本がこれらの問題をいかに整合的に描いてゆけるのかが問題になってゆく。

（３）討議

①インド・パキスタンに関して

○対中関係の変化

中パ間には、１９６８年以来、“all weather friendship”があったが、２０００年頃から中

国政府はインドに傾斜している。経済関係の活発化が背景にある。中印貿易は年３０～

４０％の増加を示し、中パ間を遥かに凌駕している。また、中国は新彊ウィグルに、イ

ンドはカシミールに、両国ともイスラム問題を抱えている。しかもその元凶はパキス

タンである。アルカイダが活動できなくなった今、イスラム・ネットワークを担って

いるのはパキスタンだと言われている。またタリバン＝パキスタンであり、「パキス

タンが困り者だ」という点では中印には一致した利害がある。中国のパキスタン離れ、
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インド接近をパキスタンも止められない状況だ。

中印国境問題も、カシミール西部は中国の要求、シッキムなど東部はインドの主張

を認める形で中印は合意の方向にある。インドで戦略問題に携わる人はそれでもなお

対中懸念を表明してきたが、最近はトーンダウンし、かつての関係並みに両国関係は

強化されつつある。

○パキスタンの反米感情

パキスタンの反米感情は「米国は、我々をここまで裏切るのか」というものだ。ソ

連のアフガニスタン侵攻でパキスタンは利益も得たが、代償も大きかった。国内に３００

万人ものアフガン難民を抱えた上に、アラブ・アフガンのイスラム勢力をパキスタン

に結集させムジャヒディンの訓練を米国の支援で行ったため、パキスタンのイスラム

化が進み、武器と麻薬が蔓延する結果となった。そのパキスタンを米国は見限った上

に、アフガン戦争においては、パキスタンが自ら創ったタリバンを自分たちで掃討せ

ざるをえないことになった。ムシャラフ大統領には選択の余地はなかったが、それは

国民感情と大きく乖離したものである。引き続くイラク攻撃も、パキスタンの反米感

情に輪をかけた。

米国はパキスタンにおいても対話を行っていない。資金をばらまくことが中心で、

２００３年には３０億ドルの支援パッケージを行っている。また、軍中枢と密接な関係を保

ち、そこに深く関与してパキスタンをコントロールしている。そのようなやり方を進

めれば、パキスタンの国民や社会を敵に回すことになる。

○インドの対中脅威論

インドから見ると、中国との間に特に死活的問題はなく、中国を仮想敵として国防

費を注ぎ込むことには抑制的である。国防政策や国防費は議会で細かく議論されるの

で、誰かが中国脅威論を盛り込みたいと思ってもその手続きが障害となる。インド国

民の側からは、中国問題よりも、（カシミールでの犠牲を念頭に）パキスタンを何と

かしろという気持ちの方が強い。戦略的に中国を仮想敵国から外した訳ではないが、

国防上の優先度は低いはずである。インドの核は中国を対象に開発されたものだが、

インドは同時に国際的なステータスを上げることに執心し、それが軍事力に支えられ

るという古典的考え方を強く持っている。

○米国のインド接近の理由

米国の対印接近の最大目的は経済自由化によるインドの市場だが、あまり注目され

ていないのが在米インド人コミュニティの存在だ。１５０万人と言われるNRI（Non Resi-

dent Indian）は米国のエスニックコミュニティの中で収入や社会的地位がトップであ

る。彼らは、巨大なロビーとなって相当な活動をしている。米国の大学カリキュラム
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がそのために変わってきているとも言われ、核実験の制裁が抑制的なものだったのも

彼らの成果とすら言われる。また、インドとイスラエルはイスラム問題という共通の

利害もあり近年接近が著しいが、識者の中には、強力な米国のユダヤ人ロビーとイン

ド人ロビーが接近することが、イスラエルとインドの関係強化をもたらしていると考

える者もいる。

○日米両国の南アジア政策の差異

米国の近年の積極的関与に比べて、日本の南アジア政策はあまり特徴がない。日本

とパキスタンの関係は良好だが、インドとは核実験後に冷え込んで最悪に近い。米国

が核実験にも関わらず、あるいは核実験が故にインドに接近したことに応じて、日本

も“Strategic Partnership”を言い出しているものの、インド側は基本的に日本の外

交政策の独自性を認めておらず、日本への信頼も薄い。パキスタンは第三国を自らの

外交問題に巻き込みたいと考え、事ある毎に日本を持ち出し、日本のODAにも期待し

ているが、具体的に日本にできることは、ODAを除けばあまりないのが現状である。

②中東情勢に関して

○アラブ・イスラム社会のトラウマ

アラブの社会自らが作っている統治形態の共通性や、民主主義を考える力の弱さが

彼らのトラウマである。７０～８０歳の高齢者が元首の地位にあり、世界の潮流変化の中

で新たな政治パラダイムを目指さない地域がここである。このような統治者の権力に

おける特殊性がトラウマの根本の第１である。

第２に、政治家は結果責任が重要で、歴史の判決を受けなければならない。長期政

権のアラブ指導者に常につきまとう腐敗の問題は、トラウマを作り出す大きな要因で

ある。

第３に、市民の不満を外敵に向けることにばかり熱心で、内的問題の解決を後回し

にしたことがトラウマになっている。２０００年の世界銀行統計では、先進国の一人当た

り平均収入は２７，４５０ドル、イスラエルが１９，３２０ドルであるのに対し、イスラム世界は

産油国を含んでも３，７００ドルに過ぎない。産油国を除けば、どのイスラム国家、中東

アラブ国家の平均収入も、世界平均の１，３５０ドルにも遥かに及ばない。一方で、アラ

ファトのように、指導者が莫大な個人資産を蓄積している。

最後に、アラブでは「９・１１事件はユダヤの陰謀」「アラファト毒殺説」などの陰謀

説を信じる者が少なくない。常に「米国の責任」を言うことが、政治責任を自ら主体

的に解決することを回避する口実になっており、これもトラウマ要因の一つである。

○イラクの民主化
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民主主義との関係について、米国に厳しい立場をとるロシアのあるシンクタンク所

長は、いま米国がイラクから退くのは大混乱を招くと反対している。秩序維持のため

に米国は必要というリアリストの発想だ。ロシア人の米国批判で同意できる点は、フ

セイン政権を倒したあとで秩序を維持し民主主義を立ち上げることの難しさを早くか

ら指摘していたことで、それはロシア自らの経験に基づいている。米国の見方はナイ

ーブすぎた。ロシア人の間では、この地域の民主主義には何らかの権威主義的な要素

が必要との見方が支配的である。

○イラクにおける米軍と自衛隊の対話姿勢の差異

最初に自衛隊がイラクに行くことになったときに指揮官たちが考えたのは、米軍の

指揮下にないという説明の下で、米軍と一線を画するには如何にすべきかであった。

彼らの結論は、貢献ではなく、義務を果たすという姿勢であった。とにかくイラクの

人のため、という姿勢が功を奏している。

なぜ自衛隊は対話可能で米軍は不可能かの理由は簡単。自衛隊は秩序維持に責任を

持っていないからである。米国は責任を負っており、そのため、あらゆる戦闘を行わ

なければならず、市民の中に入って行けばたちまちやられてしまう。NGOであっても

米国の団体なら同様だし、逆に市民を基地に招けば、今度は市民に危害が加えられて

しまう。自衛隊は治安維持を行わず、市民生活の支援に徹しているが故に市民と対話

できている、という現実を冷静に見ることなしに、米国に対話を求めるのは難しい。

○イラクにおける米国と日本との補完可能性

米国のNGO、NPOはイラクで活動したいと希望しているが、イラクでは英国人を

はじめ欧州系市民も拘束・殺害等の被害を受けている現状では、米国の組織は入って

行けない。しかし、日本はパレスチナにおいて、現地住民との間で長期にわたって安

定した活動を行っている歴史がある。イラクにおいても同様の活動があったし、これ

からも条件が合えばあるだろう。このように、米国と調整しつつ、彼らにできない部

分を日本が行うことは可能であり、それが日米同盟の高度な、本質的な部分をソフト

な分野で米国に代わって実施できる可能性のある部分である。

○中東政策に関して日本から米国に主張すべき事項

クリントン政権の最後の頃、イスラエルとパレスチナとの間で最終合意直前までこ

ぎ着けた時の前提は、第３次中東戦争での占領地域からのイスラエル撤退という国連

決議の尊重だった。この時は米国もその前提に立っていたが、次のブッシュ政権はこ

のことを明言していない。ガザからの撤退は歓迎すると述べてはいるが、それによっ

てヨルダン川西岸地域からの撤退が相殺されるわけではない。批判すべきことは批判

し、撤退すべき時は撤退するとしないとパレスチナ国家は成立しない。日本政府はこ
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の原則を米国に対しても明確に指摘すべきである。

③テロリズムをいかにしてナショナリズムから乖離させるか

テロリズムがイスラムの普遍主義とアラブのナショナリズムを重ね合わせて使うことに

対し、それを引き剥がす努力を、理論上、政策上、戦略上も払わなければならない。その

努力を怠ると、日米同盟があたかも反イスラム同盟であるとの印象をアラブ世界に与える

恐れがある。最も重要なのは、何よりもアラブ社会の穏健派を伸張させることである。日

本外交は、自衛隊を使い感謝されている人道復興支援を続けながら、欧州の対米協力復帰

を実現するために努力している。このようなプロセスが、軍事力学が先行している米国外

交との違いであることはもう少し認識されていいだろう。最終的な目的は反テロのための

グランド・アライアンスであり、日米関係を核に、アラブの穏健派諸国や欧州諸国も加わ

る。この同盟関係の実現への努力が日本のイスラム政策の中心であり、日米同盟とイスラ

ム政策を調和できる点である。

４「我が国の安全保障戦略の現状と課題」「変化する日米同盟と日本の安全保

障政策」（平成１７年２月１７日）

（１）報告（我が国の安全保障戦略の現状と課題）

我が国の安全保障の現状を示すには、漂流する日本という言葉が一番適切だろう。戦後

６０年、還暦を迎えたわが国は、「漂流」し、自分がいま何処にいるかわからない。

今後の課題としては２つのベクトルを持つ必要がある。第一には、前を見て早く手を打

っておく、というベクトルである。これには２つの要素がある。１つは２１世紀前半におけ

る努力目標、国家像を設定する努力である。次には、多くの問題の中から最優先課題を決

め、総花的政策は避け、人・物・金をそこに集中することである。第二に必要なのは、過

去を手繰り寄せるベクトルである。我が国が連合国の占領下で受け入れざるを得なかった

もの、例えば、東京裁判、東京裁判におけるＡ級戦犯、日米安保体制、このような日本が

受け入れを拒否できなかったものを、戦後そのままに放置してきてしまった。結局、日本

はまだ占領下にあるのではないのかという、基本的な疑問が残り続けることになる。それ

を見直す必要があろう。また、先送り、後回しにしてきた課題を手元に手繰り寄せる努力

も必要である。先送りの最大の課題は「リスクの分担」であろう。

次に、国際社会におけるキーワード、「安全保障」に関する問題もある。国際テロリズ

ムの横行、「大量破壊兵器」の破綻国家や国際テログループへの拡散のような重大な問題

がある。これらに対しては、「先制攻撃」も現実的な選択肢の一つになる可能性もある。そ
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こでは、三つの疑問が生まれる。一つは、先制攻撃はどんな状況で許されるのかという問

題である。次に、非人道的な行為を止めさせるために、どの程度の非人道的な行為が許さ

れるのかという問題である。そして最後に、民主主義社会を守るためにどの程度の非民主

的行為が許されるのかという問題もある。こうした問題に対処しながら、国家像を描き、

そのための最優先課題に集中して対処することが必要になる。

我が国が存立する上での必須要件は四点ある。第一は、資源供給の確保である。我が国

は年間８億トンもの資源を外国から供給されているが、この供給が止まった時が、我が国

の命運が尽きる時である。第二には、資源供給ルートの確保である。資源が、それを保有

する国から、ユーラシア大陸をまわって日本へと至る長大なシーレーンを安全に通ってこ

られるか、また、沿岸国等がそれを安全に通してくれるかが問題となる。時には海洋法を

強制的に執行する力が必要になってくるはずである。三番目の要件は、我が国が供給され

た資源に付加価値を付け、競争力のある工業製品を作り、かつそれを売るということであ

る。他国の追随を許さないほど高度な技術を持つことが必要である。そのためには、勤勉

な労働力とその基本としての教育が重要となる。最後の要件は、作られた工業製品を外国

が買ってくれることである。これらの要件の内、第一、第二、第四の要件は我が国だけで

はできないことであり、したがって、自衛隊を３倍に強大化すれば国が安らかになり、存

立できるという訳ではない。

今日の日本を見ると、我が国ほど世界中が平和であることを必要とする国はない。我が

国だけが平和であっても不十分である。この状況では当然に、我が国は、国際平和のため

に何をするべきかという疑問に答える必要がある。最大の脅威は、日本が国際社会で孤立

することである。日本としては、自らを危険にしない努力と、それと同じ程度に注力して

国際的責務を果たすべきであろう。貢献する日本から義務を果たす日本への転換である。

日本の対米依存を安全保障部門で見ると、全部で五点ある。一番目には、日本は核抑止

力すべてを米国に依存していること。第二には、通常戦力でも到達距離の長いものや、戦

略爆撃機、弾道ミサイル、航空母艦は米軍に依存している。三番目は、必要な情報も殆ど

米国に依存している。四番目に、日本は軍事技術の基本的部分に、未だにブラックボック

ス部分があることである。五番目には、日本はエネルギー輸送路（SLOC）の防護を海上

自衛隊が担っているわけではなく、やはり米海軍に依存している。

こう見てくると、あらゆる面ですべて米国に依存しているということが分かる。米国へ

の追随体質を改善するためには、これらの中のどれを最初に手掛けるか真剣に考えなけれ

ばならない。地位協定も現在のままではおかしい。米国は約１００ヶ国との間で地位協定を

結んでいるが、それを３カテゴリーに分けると、NATOなど米国が信頼している国との地

位協定（Ａクラス）、その次（Ｂクラス）、そして全然信用していない国との地位協定と整
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理できる。最近の沖縄ヘリコプター墜落事件でも、起訴まで米兵の身柄を引き渡さないと

いった類いは、日本がBクラスとみなされている証拠である。そうした点を日本は明確に

主張すべきである。また、思いやり予算も、金額にすれば２～３千億円であるが、貸して

いる土地代など目に見えないお金も含めると相当な金額になり見直しが必須である。

北朝鮮問題は多くのシナリオがありうるが、まだ核保有を宣言しただけで現状は分から

ない。しかし自壊のシナリオに備える必要はある。国民保護法を都道府県が条例化し、２００６

年には市町村がやるが、実際に大量難民が来るのは、まさにその市町村である。北朝鮮の

自壊、内乱の発生・大量難民の発生だけは、地方自治体自らが対応しないといけないが、

ほとんど訓練すらしていない状況にある。

日本の防衛の構造改革に関しては、自衛隊法・防衛庁設置法や有事法制（武力攻撃事態

法）は作ったが、肝心の安全保障（防衛）基本法がない。防衛問題の基本法を作り、早急

に防衛法制の完成を実現する必要がある。さらに、拒否能力を本当に保有するのであれば、

そのツールがないことも問題である。また、憲法改正も残された課題である。現行の日本

国憲法の中には緊急条項がない。「守る」、「危機」、「非常事態」という言葉は一切なく、あ

るのは「平和」を望み、相手を信頼するという言葉だけである。

自衛隊のトランスフォーメーションについては、我が国は「不安定の弧」の東の要とし

て、米軍にとって軍事力投影のハブとなっている。日本の防衛力は、国際協力から災害派

遣まで極めて多様な任務を担っている。現在の軍で一番柔軟性を有する戦力は海軍であり、

外国への親善訪問、パワープロジェクション、通商破壊戦、艦隊決戦等と一番幅広い任務

をもっている。それが今は、陸・空軍も協力して海軍が持つ幅広い任務を遂行するように

なった。もう１つの特徴は軍種の融合である。トランスフォーメーションが示すように、

宇宙軍が衛星で相手の位置を調べ、無人偵察機が追跡し、目的地には特殊部隊が乗り込み、

そこにレーザー光線を照射して、米国本土から戦略爆撃機がGPS爆弾を投下する形である。

アフガニスタンのような内陸国であっても米海兵隊が活動している。これは航空母艦から

他国の上空を空中給油しながら飛行し、敵との第一戦に海兵隊が従事するものである。イ

ラク戦争でも、海兵隊はバスラ正面に入ったまま７００キロメートル離れたバグダッドにま

で侵入した。昔から、アンフィビアス・フォース（Amphibious Force）は、上陸し橋頭

堡を確保したら、すぐに陸軍と代わるのが作戦原則だったが、今ではすべてを海兵隊がこ

なすことができるようになった。これは、海兵隊そのものが自己完結していると同時に、

使用する水陸両用艇が戦車と同じくらいの耐久力をもっているためでもある。無人航空機

は、かつては飛行船で、ずっと空から偵察してきたものである。コンセプトも同様であり、

ハブ、「不安定の弧」は、かつての地政学でいうリムランドである。いわゆるハートラン

ドは広すぎて制圧することができないために、リムランドを征するというのが昔の地政学
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であった、今まさに同様の理論が使われている。

トランスフォーメーションを定義すれば、新技術の軍事システムへの大規模な利用が、

革新的な運用コンセプトと軍事組織に結びつき、戦争の性質とあり方を根本的に変え、軍

隊の戦闘能力と軍事的効率性を飛躍的に向上させることである。トランスフォーメーショ

ンの結果は、攻撃と防御、空間と時間、火力と機動力の基本的関係を変えてしまう。従来

の戦術概念はあてはまらず、複数軍種の統合作戦に対応するような戦力構成と運用ドクト

リンを変革するものである。注意すべきは、戦闘経験よりも軍事技術への深い造詣を持つ

ことが重要である点である。一つ前の戦争の発想で次の戦争を戦う軍隊は勝てない。適切

に新しいドクトリンを開発し、その上で新しい武力を構築しなくてはならないだろう。

（２）報告（変化する日米同盟と日本の安全保障政策）

最近の米軍再編とこれに関わる日本における議論を見ると、自立的な防衛政策の軸をど

う作るかという問題が問われている。最近の新聞には、米軍基地の返還可能性が報道され、

日米同盟に関しても様々な意見が出されている。一方、国民は受動的に考えているように

見える。日本がどこまで何を守るかについて、国民に明確なイメージがないという状況で

はなかろうか。外国ではよく、日本は米国と同じことをやっていると言われる。日本が米

国と常に一緒と見られると、日本が安保理に入っても独自外交を打ち出せないことにもな

ろう。政府もその点をうまく説明していない。日本が何をどういうふうに守るのかという

問題を、米軍再編の機会にきちんと詰めたほうがいいのではないか。

米国は基本的に長期的再編を世界的に進め、軽量、即応、機動的な軍を世界に配置し直

す方向に向かっている。それによって同盟が重要でなくなるということではなく、同盟の

ランク付けがはっきりしてくる。戦略投射拠点（PPH）と、主要作戦基地（MOB）、前進

作戦拠点（FOS）、防衛協力地点（CSL）というふうな分け方があって、日本と英国は、戦

略投射拠点、戦略的な位置づけを与えられた一番重要な同盟国ということになる。米軍再

編の中で重要な位置を占める日本が、これを意識して議論しているのかについては不安を

感じる。議論の対象は法解釈や基地問題ばかりで、戦略的議論がない。

米軍の再編によって、米国が描いている国際的秩序構想が上手くいくのかという問題も

ある。本研究会議は中長期的に問題を考えるという主旨であるが、他方で今の米軍再編は、

短期的な直接的脅威を強調しないと説得力がないかもしれない。しかし、新しい脅威、非

国家的脅威、非対称的脅威が盛んに強調されている一方で、ユーラシアの地政学的変化は

確実に起こっている。中でも重要なのは、権威主義化するロシアの将来動向である。EU、

NATOが東方に進出することで、新しい東西欧州境界としてモルドバ、ベラルーシ、ウク

ライナ周辺が不安定になってきている。また、中国は、経済成長し中間層が発展している
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にもかかわらず、共産党一党独裁体制は変わらない。その不満のはけ口が中華ナショナリ

ズムに向けられるということも言われる。したがって、中国経済が発展すればするほど、

日米との関係が不安定化する危険性がある。この両地域の間に広がるのが、グルジア、中

央アジア、アフガニスタン、パキスタンからなる「危機の三日月地帯」である。この地域

は非常に不安定な地域であることに間違いはない。その南側であるイラク、パレスチナで

は選挙が実施されたが、今後はサウジ、イラン、エジプトが不安定化するかもしれない。「危

機の三日月地帯」、「不安定の弧」にどう対処するかということが、ロシア、中国との関係

に影響し、ユーラシアの不安定化に繋がる可能性がある。

日本にとって重要な地政学的変化は、冷戦期は北方に備える体制をとっていたものが、

現在は、「台湾海峡─東シナ海─グアム」に至る海域に軍事的緊張が移っていることであ

る。日米中台の軍事活動が活発化する場合、伝統的な勢力均衡の管理と、非国家的脅威が

重なりあっている状況でその双方に適切に対応する必要がある。

米国は、「有志連合」を盛んに強調するが、米国の考えるような新国際秩序を作れるか

どうかには、良い面と悪い面があろう。悪い面の一つは、非国家的脅威に関する認識の差

異が非常に大きいことであり、ヨーロッパ、他の国々が米国ほどの脅威認識を必ずしも共

有していない可能性が高い。脅威認識が共通していなければ連携関係は不安定である。悪

い面の二つ目は、国家間協力関係が米国中心の階層的関係になっていることである。毎回、

米国への忠誠心がテストされる状況が恒常化しつつある。しかも、一度このテストに漏れ

てしまうと、その国が米国との関係を修復することが非常に難しくなっている。三つ目は、

有志連合は同盟と違い、相互拘束性を維持し、米国に対する発言権を確保することが難し

いことである。こういう関係が果たして長続きできるのかが懸念される。四つ目は、アフ

ガン、イラクの例が示すように、戦争には勝ったものの「後始末」が難しいことである。

有志連合に主要国が含まれていない場合には、米国はずっと関与し続けないといけなくな

る。今後は冷戦期の同盟を修正した新しいパターンが出てくるだろうが、その中でも米国

の優越性は変わらないため、これとどう付き合っていくかが、日本にとって最も難しい問

題となろう。

米軍再編と日本の安全保障との関係については三つの意味がある。第一には、世界的な

勢力均衡との関連で、日本の戦略的地位が向上し、抑止力向上になることである。直接的

には、米軍の司令部機能が日本において強化されることによる抑止力の向上である。第二

には、抑止力が機能して主要国が安定すると、周辺的な武力行使の危険性が増えるかもし

れないことである。その時に米国は、日本のことは日本で、という可能性が考えられる。

その意味で、日本自身の危機管理能力向上が不可欠である。ミサイル防衛、離島防衛、PSI、

OPK、不審船、テロについて自己完結的な危機管理能力を整えなくてはならない。そのた
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めには、日米関係においても対等性を明確化することが必要である。空域管制は日本が行

い、米軍に適切に使用させる。基地も、日本側が管理して米国に使わせる。独、伊などは

既に行っていることである。あるいは共同利用にすることで日本の主権回復をもう少しは

っきりさせないといけない。三番目は、基地負担の軽減である。いずれも悪い話ではない

と思うが、日本がどういう形で、自己管理能力を身につけて意思決定メカニズムを整える

かは重要な課題となってくる。

最後に、日本本土の安全を専守防衛から考え、同心円的に周辺事態、それから外へと広

げていく考え方には限界がきているのではないか。日本の安全保障は安定化された地域環

境に拠っている。その日本が国際環境の安定に貢献しなければ、日本の安全も当然に維持

できない。

世界の安定が日本の安全につながるといっても、日本はそのために何でもやるのかとい

う話になりがちであり、日米安保の周辺事態、PKOを越える範囲にどのような限度がある

かを検討しなくてはならない。防衛大綱はPKOを本来任務としたが、そうなると、従来の

ように人道支援、復興支援活動に限定できるのかどうかも難しい問題である。治安活動ま

で行うとなると、その線をどこに引くかを詰めないといけない。

現在生起しつつある安全保障問題の多くは、テロ、大量破壊兵器の拡散など、従来の規

範が対応しきれない問題である。ヨーロッパ諸国のように伝統的な交渉で解決しようとす

ると、それらがときに見逃され、結局核開発が進むといったことが起こる。また逆に、米

国のように単独主義で武力を行使すれば非難される。国連は独自の軍隊を有していないの

で有効に対処しきれない。規範形成という意味で、良き前例となる形で行動してゆくこと

が今後は重要だろう。米国の優越性は否定しがたい事実であり、そこでは単独主義か多国

間主義かという議論は、あまり意味のある議論ではない。多国間主義では、新しい脅威に

対して不決断、不行動になる虞がある。また、米国の指導力は、激動する国際関係の中で

は貴重な財産である。その中で日本が国際的役割を果たそうとすれば、日本周辺の問題は

自分で管理することで、規範形成に関して米国に対する発言力を確保することではないだ

ろうか。

（３）討議

①日本の安全保障と日米関係について

○対米依存度を下げるための優先度

日本が安全保障問題に関する優先度を付け、資源を集中することで対米依存度を下

げてゆく前提として、我が国が今後何をしたいかという問題を詰めていく必要がある。

これは、我が国がいかなる地域秩序の構築を目指すのかという問題である。その際、
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アメリカの目指す地域秩序と日本の目指すそれとがいかに違うかを意識し、秩序維持

における両国のズレの整合を図ることが大切である。

しかし、現状では対米依存から脱却できる領域は少ない。情報分野くらいではない

か。情報収集衛星の打ち上げと運用は、その成果は別として、ひとつの可能性を示し

ている。

○情報分野での可能性

今まで米国は多くの情報を提供してくれたが、日本は提供すべき情報を殆ど持たな

かった。そのため、米国も持たないような北東アジア情報を得るためには、日本独自

のスパイや軍事衛星による収集が必要になる。

アチェの津波災害問題については、日本政府の衛星による情報を迅速に提供してい

れば日本に対するアジア諸国の見方も好意的になっただろうが、そうした協力を行わ

なかったのは失敗である。もっと衛星による写真情報を提供できる体制を構築するこ

とが肝要だ。

○二国間情報ルートの組み合わせ

情報についても様々な種類がある。例えば、２００４年暮れの中国原潜の行動に関する

情報を日本が台湾から受けた件に関しては、日本（防衛庁）と台湾間にホットライン

が存在しないため、まずテレビ会社に情報を提供することで、初めて日本に伝わった

という経緯がある。さらに、人民解放軍からは、中国は米韓とホットラインがあるの

に、日本とはそれがないため、緊急時の体制不備を懸念する声があった。情報に関し

て米国のみに依存し続けることは、日本にとって死活的な情報でさえ、米国経由でし

か入ってこなくなる危険性に繋がる。

とはいえ、ロシアとは海上事故防止協定、ホットラインがあり、韓国とも海空にホ

ットラインがある。台湾との関係構築は遅れているが、これは主に対中関係に配慮し

たものであろう。しかし、中台間にも空のホットラインがある可能性もある。中国と

韓国がホットラインを有していることから考えても、日本が他国と情報のやりとりの

ためにホットラインを結べないものではない。

○日本のマスコミと国民の意思

日本は、民主国家として国民の合意を取り付けながら安全保障政策を進めてゆくこ

とになる。この点で重要なのは国民の質をどのように上げてゆくかであるが、国民の

質に関係するメディアは、報道面で質的に不十分である。

また、マスコミに止まらず、学者等の発言も無責任なことが多い。政策形成に携わ

れない人達は傍観者の立場に回り、無責任な発言を繰り返す傾向がある。本質的な政

策形成を民主国家に適合させるためには、長期的視野に立って、民主主義を伸ばして
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ゆく必要がある。

○米国を意識しない秩序維持

米国の構想する秩序のみが国際秩序ではなく、米国を意識しない秩序維持も存在し

うる。防災問題や環境問題などはそうであり、日本のポテンシャルを利用したテロ対

策などもありうる。米国を過大評価することなく、依存、被依存の関係を越え、現状

を利用して何が応用できるかを考えることにも利益がある。

②中国の民主主義

中国における民主化、つまり共産党一党支配からの脱却に関しては、中国は間違いなく

その方向に向かっている。地方自治体では選挙も行われ、上海では複数政党が共産党と議

席を争っているのが現状である。ただし、全人代レベルにまでこの考えは浸透しておらず、

時間を必要とする。とはいえ、長期的には民主化は不可避であろう。しかし、民主化の過

程では、ナショナリズムに頼る必要がある。中国の政策担当者はこのことを常に意識して

おり、靖国問題などもちょっとしたことで火がついて大きな問題となる可能性はある。つ

まり、民主主義になれば安定が期待できるが、民主化という過程は非常に不安定である。

彼らは、この点を良く見守ってほしいと言っており、台湾や韓国の例を良く調べていると

も言う。一党独裁下におけるナショナリズムもさることながら、民主化過程でのナショナ

リズム意識の高揚、つまり、一人の意見が他の人々の意見を巻き込んで雪達磨式に膨張す

ることを懸念する。

また、中国のインテリ層の国家への責任感は非常に強く、日本と好対照をなしている。

このような考えの中国の政策担当者と日本の政策担当者がどのように付き合うかは、対中

政策の一環としてよく考えなければならない。
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