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 はじめに 
 
 冷戦後のアジア太平洋地域では、冷戦期から既に見受けられた経済・通商面での多国間協調

に加え、新たに安保対話フォーラムの創設など、安全保障面での多国間協調が模索されている。

また、他方では、日米安保体制や五カ国防衛取極など冷戦期に形成された同盟あるいは防衛協

力関係の強化も進められている。 
 安保対話は、その言葉通り、多国間あるいは二国間での安全保障に関する意見交換、協議を指

す。また、対話を進める機関が政府レベル(トラックⅠ)のものもあれば、非政府レベル(トラック

Ⅱ)のものもある。アジア太平洋地域で見ると、前者の代表例は「ASEAN地域フォーラム (ARF)」
であり、後者の代表例は、「アジア太平洋安全保障協力会議 (CSCAP)」である。対話の対象は、

政治・軍事情勢が中心となるが、必ずしもこれらの分野にとらわれず、安全保障に関連する事項

であれば、人権、通商、環境問題なども議論の対象となる。多国間安保対話を進める狙いは、対

話を通じて域内各国の間の相互信頼を高め、対立要因の顕在化を防止するなど地域の安全保障環

境の安定化・向上を図ることにある。また、特定の脅威を前提としない。その意味で一定の地域

の安全保障を維持するための包括的かつ協調的な「予防的アプローチ」である。 
 他方、日米安保体制は、冷戦時代に見られたように、抑止と対処を本旨とする。抑止機能が

あることから、予防的要素も否定できないが、ここでの抑止機能は、基本的に敵対国の存在を

前提とした対処能力から派生している。したがって、安保対話で期待されている予防的機能と

は性格が異なる。冷戦後の日米安保体制は、アジア太平洋地域の紛争予防装置としての機能を

持ちつつある。すなわち、日本一国の防衛を超えて、日米安保条約第６条で定めている地域の

平和と安全の確保という「公共財」の提供装置としての機能が期待されている。このように日

米安保体制は地域性を色濃く出し始めたが、その基本的機能は抑止と対処による「対処アプロ

ーチ」であることには変わりがない。 
 本稿の目的は、性格の異なるこの２つのアプローチ、すなわち安全保障環境の安定化を目指

す安保対話・防衛交流と抑止・対処を基本的機能とする日米安保体制に対するアジア太平洋諸

国の評価や姿勢を概観するとともに、両者の位置づけを明らかにしようとするものである。 

                                                      
*  本論文執筆にあたり、草稿の段階で、高橋杉雄助手（第１研究部第１研究室）、菊地茂雄助手

（第２研究部第２研究室）、佐島直子主任研究官（第２研究部第３研究室）、道下徳成助手（第

２研究部第３研究室）、松浦吉秀助手（第２研究部第３研究室）の各氏からコメントを頂いた。 
『防衛研究所紀要』第１巻第１号（1998年６月）、64～82頁 
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 第１章 アジア太平洋地域における安保対話と域内各国の姿勢 
 
 アジア太平洋地域においては、冷戦時代から「太平洋経済協力会議 (PECC)」など非政府レ

ベルの多国間枠組みが存在していた。しかし、そこでの協議・協力の対象は、主として経済・

通商分野であり1、参加国も西側あるいはそれに近い国々に限られていた。ところが、冷戦後、

それまで二国間主義が主流であった政治・安全保障の分野においても、安保対話を中心に多国

間協調が見られるようになってきている。また、参加国の範囲を見ても、政治体制の違いを超

えて多くの域内諸国が参画している。 
 こうした動きが生じた背景として以下の点を挙げることができる。まず、冷戦後の米国の東

アジア関与の趨勢や著しい経済成長を遂げている中国の将来に対する懸念など、東アジア国際

秩序の行く末に対する不透明感が高まったことを指摘しなければならない。第２は、冷戦時、

東アジア諸国の多くは急速な経済発展を遂げたが、こうした経済発展を維持し続けるためには、

その前提条件として、安定した政治・安全保障環境の確保が不可欠との認識が共有された点で

ある。域内各国間の経済的相互依存の深化がこのような認識を育んだと考えられる。第３は、

安全保障面での多国間協調に対し、米国が消極的姿勢から積極的姿勢へと変化したことである。

米国は、地域安保対話を進めることによって新たな責任分担の枠組みの形成が可能と判断する

など、安全保障面での多国間協調を米国を中心とする二国間同盟を補完するものと認識するよ

うになったのである。 
 しかしながら、安保対話・防衛交流に対するアジア太平洋諸国の姿勢は必ずしも一様ではな

い。以下、韓国・北朝鮮、中国、ロシア、ASEAN 諸国、豪州の安保対話・防衛交流に対する

姿勢や取り組み方を概観する。 
 
 第１節 韓国および北朝鮮 
 
 韓国は、93 年に発行した『国防白書』において「軍事外交の多様化」と称する項目を初め

て設けた2。このことに象徴されるように、92～93年を境に韓国は、日本、中国、ロシアなど

周辺諸国との安保対話や防衛交流に対し積極的姿勢を見せ始めた。こうした動きに出たのは、

冷戦の終結や中露との国交回復など政治・安全保障環境の変化に対応して、韓国をめぐる安全

                                                      
1  ただし、後述するように、ASEAN 拡大外相会議 (ASEAN-PMC) は、70 年代末頃からアジア

太平洋地域の政治・安全保障問題を協議するようになっていた。 
2  The Republic of Korea, Ministry of National Defense, Defense White Paper 1992-1993 
(Seoul: The Korea Institute for Defense Analyses, 1993), p. 30. 
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保障環境の維持・改善、あるいは朝鮮半島統一を視野に入れた長期的政策を立案するためであ

った。 
 また韓国政府は、94 年５月、ARF の準備会合である高級事務レベル協議において、対話や

信頼醸成を通じて朝鮮半島など北東アジアの安全保障環境の向上を図る「北東アジア多国間安

保対話機構」の創設を提案した3。ARF とは別に、こうした北東アジアを守備範囲とする安保

対話フォーラムを創設しようとしたことはそれなりの意義があった。なぜなら、ARF はアジア

太平洋地域の安全保障問題を包括的に取り扱う機構であり、しかも ARF の主導権が ASEAN
諸国にあるため、北東アジアの安全保障問題が二義的に扱われる恐れがあったこと、さらに、

北東アジアと東南アジアでは、戦略環境に大きな差異が見られることなどから、ARF の枠組み

によって北東アジアの安全保障問題に取り組むことには限界があると考えられるからである。

「北東アジア多国間安保対話機構」は、北朝鮮の拒絶により未だ創設されていないが4、韓国政

府は北朝鮮に参加を促すとともに、折に触れてこの構想の実現を唱えている。 
 北朝鮮との関係では、南北軍事共同委員会や南北核管理共同委員会などを通じて対話を進め、

軍事面での信頼醸成措置の構築を企図している。しかし、北朝鮮は、米国との関係打開を優先

し、韓国との対話に否定的姿勢をとり続けているため、特筆すべき成果はあがっていない。 
 安保対話に対する北朝鮮の姿勢は不透明であるが、安保対話を政策の一カテゴリーと位置づ

けるまでには至っていないようである。安保対話や軍備管理に類似した北朝鮮の動きは、南北

朝鮮と米中からなる四者会合に参加するまで、朝鮮戦争時の行方不明兵士やミサイル協議など、

対米外交に時々見られるにすぎなかった。しかしながら、ARFへの加盟を申請していることや

5、93年10月にトラックⅡとして発足した「北東アジア協力対話 (NEACD)」6の準備会合およ

びCSCAP の準備会合に出席した事実などを考慮すると、どの程度の意義を見いだしているか

は不明ながら、安保対話を完全に無視しているわけでもなさそうである。 
 北朝鮮のARF加盟については、北朝鮮を国際社会に取り込むためにも是非実現すべきだが、

96年の第３回ARF において、新規加入の基準として、ARF の目的達成に協力するとともに決

定事項を尊重する主権国家であること、地域の平和と安定に影響力を有すること、加入申請の

                                                      
3   http://www.mofa.go.kr/ english/regions/ region.htm (Ministry of Foreign Affairs, the 
Republic of Korea). ちなみに、当時の韓国の韓昇洲外相は、以前からこの構想を非公式に関係国

に打診していた。 
4  北朝鮮は、日米と国交がないことを理由に参加を拒否している。同上。 
5  防衛研究所『東アジア戦略概観 1996-1997』(1997 年 12 月)、19 頁。また、『日本経済新聞』

1994 年 11 月 10 日。 
6  NEACD は、北東アジアの安全保障、とりわけ朝鮮半島問題に焦点をあて、南北朝鮮と日米中

露の研究者および個人資格の政府関係者が参加するいわゆるトラックⅡの対話フォーラムである。

カリフォルニア大学サン・ディエゴ校の Institute on Global Conflict and Cooperation のイニシ

ャティブの下に発足し、1993 年 10 月に第１回の会合が開かれた。 
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承認にはARFの全会一致を要すること、それにメンバー拡大はARF が効果的に機能する範囲

にとどめることの４点が設定されたことから7、今後、紆余曲折が予想される。ちなみに、韓国

は、北朝鮮の ARF 加盟条件として北朝鮮の四者会合への出席を挙げていたが、北朝鮮が四者

会合に乗り出したことから、北朝鮮のARF加盟を後押しする可能性も考えられる。 
 
 第２節 中国 
 
 中国は80年代中頃からアジア太平洋協力に前向きの姿勢を示し始めたが、その分野は主とし

て経済・通商面に限られていた。しかし93年頃になると、５月に訪日した銭其 外相が表明し

た安保対話必要論からも窺えるように、この姿勢に変化が生じ始め、政治・安全保障問題をも

含めた多国間協議を受け入れるようになった8。それは「中国脅威論」の高まりと時期的に符合

していた。 
 当時中国は、アジア太平洋地域で多国間安保協議の「枠組み」を作ることに対しては時期尚

早との姿勢をとっていたが、94年７月の第１回ARF には、ロシアとともにASEAN 協議国の

立場で参加した。中国脅威論が高まっていたこと、ARF が米国主導ではないこと、それに台湾

がこれに参加していないことが中国の参加を促したものと思われる。 
 ARF における中国の姿勢は、一見、平和五原則や内政不干渉など原則論に基づいた頑なな姿

勢から、次第に協力的な方向に転じているように見受けられる。例えば、間接的ではあるもの

の南沙諸島の領有権問題をARF で「言及」することを容認するようになったこと9、国防政策

の透明性向上の要求を受けて95年11月に『軍備管理・軍縮に関する報告書』を発表したこと、

96 年７月の第３回 ARF において、フィリピンとともに信頼醸成部会の共同議長に名乗りをあ

げ、97年３月に北京で会合を開催したことなどをその兆候として挙げることができる。 
 しかしながら、こうした中国の姿勢の変化をもって、中国が真の意味で多国間安保協力を受

け入れ始めたと断定することはできない。以下に挙げる理由から、多分に状況対応的、戦術的

な姿勢転換の様相が強い。第１に、中国脅威論の沈静化を狙っている点である。急速な経済成

長とそれに伴う国防費の増額、天安門事件に象徴されるように反体制派に対する武力弾圧、一

                                                      
7  『日本経済新聞』1996 年７月 22 日。 
8  国分良成「中国にとってのアジア太平洋協力－傍観者から参加者、そして推進役へ」岡部達味

編『ポスト冷戦のアジア太平洋』日本国際問題研究所、1995 年、112～125 頁。 
9  中国は、94年７月の第１回ARFにおいて、ARFが南沙諸島問題に触れることに強く反対した。

しかし、第２回 ARF 以降、間接的ではあるものの議長声明で南沙問題に言及することを容認して

いる。例えば、第３回、第４回 ARF では、それぞれ「南シナ海において、国際法一般と国連海洋

法条約に従い、平和的な方法によって解決を探る関係各国の努力を歓迎する」、「南シナ海につ

いて、国連海洋法条約に基づく関係国による平和的解決の模索の努力を歓迎する」との議長声明

を容認している。『日本経済新聞』1996 年７月 24 日、1997 年７月 28 日。 
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方的な領海法の設定、包括的核実験禁止条約 (CTBT) 交渉の終了間際の核実験の強行などが災

いして、90年代に入って中国脅威論が高まった。しかしながら、資本、技術、食料、製品市場、

エネルギーなどの面で海外依存度を高めている中国としては、経済発展を持続させるために海

外との経済・通商関係の維持が不可欠であり、そのためにも中国脅威論を和らげなければなら

なかった。 
 第２は、ASEAN との関係強化の必要性である。ASEAN は、95年のベトナム加盟を始めと

して、中国と国境を接しているラオス、ミヤンマーを加盟させ、それにカンボジアの加盟を視

野に入れている。拡大ASEAN は人口約 4億を擁し、しかもその経済発展や政治的結束をテコ

にますます発言力を高めることが予想されるが、そのASEAN には、南沙諸島をめぐって中国

と領有権を争っている国が４カ国も含まれている。この意味でASEAN は、中国の動向次第で

はいつでも「反中国連合」へと変貌する可能性を秘めているのである。中国と国境を接するよ

うになった拡大ASEAN が「反中国連合」になるのを防ぐために、中国がASEAN 主導のARF
にある程度の協調的姿勢を示さざるを得ないと考えたとしても不思議ではない。 
 第３に考えられるのは日米同盟強化に対する牽制である。中国は、96年４月の日米安保共同

宣言など日米安保の強化は中国を念頭に置いたものと見なし、こうした日米安保強化の動きを

牽制する一手段として、ARF における多国間安保協力に積極的姿勢をとらざるを得ないと判断

したものと想定される10。 
 第４は、「アジア太平洋経済協力会議 (APEC)」を安保対話の場にするというペリー米国

防長官の提案を反古にするためであった。中国としては、台湾をメンバーに加えている

APEC に安保対話の機能を持たせるわけにはゆかなかった。また、ARF のように ASEAN
主導の機構であればともかく、米国主導の対話機構は受け入れ難かった。APEC が安保対話

機能を持つことを阻止するために、ARF における信頼醸成に積極的な態度を示さざるを得

なかったのである11。 
 実際、ARF における中国の言動を見ると、ARF での協議事項の設定やARFの機能強化など

については必ずしも建設的な姿勢を示していない。台湾問題、人権問題、軍備増強など自国の

主権に関わる問題については、それが地域の平和と安定に大きな影響を持つものであっても、

内政不干渉の原則を掲げて議論の対象とすることを拒んでいる12。また、南沙諸島の領有権紛

                                                      
10  高木誠一郎「中国とアジア・太平洋の多国間安全保障協力」『国際問題』第 442 号(1997 年１

月)、63 頁。 
11  同上、62 頁。 
12  中国は、ARF 参加各国の国防政策の透明化については、各国間の相互信頼を高めるうえで役

立つとして、原則的に同意している。しかし、軍事情報の開示の程度が各国によって異なること

を理由に、規準を設定して一律に情報公開を強いることには反対するとともに、公開する軍事情

報の内容は各国の自主性に任せるべきとの立場をとっている。 
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争についても、領土問題という一般的な形で「対話」、「意見交換」には応じるようになった

ものの、非当事国は関わるべきではないとの原則の下、日米など南沙諸島の領有権紛争の非当

事国も参加する ARF の場で解決に向けて協議することには反対の姿勢を崩していない。さら

に言えば、95 年 7月の第 2 回ARF において、信頼醸成、予防外交、紛争へのアプローチと段

階的に ARF の役割を強化することで合意したにも拘わらず、中国は、こうした動きに対して

ブレーキをかける姿勢をとり続けている。例えば、97 年７月の第４回ARF において、ARFの

機能を信頼醸成から紛争の予防外交へと一段階進めることで合意したが、その際中国は、ただ

一人、急いで ARF に予防外交の機能を持たせる必要はなく、信頼醸成路線を継続すべきとの

消極的な意見を表明していたのである13。中国は、基本的に、ARF を対話と信頼醸成の段階に

とどめておくことを望み、強制力の具備など ARF の機構化は、行動の自由やパワーの行使を

阻害すると捉えているようである。 
 他方で中国は、自国の安全保障の行く末に大きな影響力を持つ国家との二国間安保対話や防

衛交流については積極的姿勢を示している。例えば、米国との間では、早期に国防相や人民解

放軍総参謀長を訪米させているほか、江沢民主席の訪米時に、首脳間の定期協議、外務・国防

次官レベルでの安保対話の定期化、さらにはホットラインの設置にも合意している。その背景

には、米国が、中国の安全保障を脅かす軍事力を持っていることや、中国の経済発展に不可欠

な技術、資本、市場を供与できる国であるという思惑がある。確かに、米中関係の安定化は、

アジア太平洋地域の平和と安定に欠くことができない。しかしながら、多国間の枠組みよりも

特定の国との二国間安保対話・防衛交流に偏重すれば、単に利害関係の調整という伝統的な「外

交」に陥りやすく、透明性を高めて地域の平和と安定の維持を図るという安保対話・防衛交流

の本来の目的を損なうことにもなろう。二国間安保対話を進めるにあたっては、後述する豪州

のように可能な限り網羅的な対話ネットワークを構築するなど、注意深く進めなければならな

い。 
 このように、中国の安保対話に対する姿勢は、多国間、二国間によって差異が見受けられる。

米国との二国間対話に対する姿勢に比べ、ARFに対する姿勢は、基本的に戦術的かつ状況対応

的である。周辺諸国との安保対話に臨む中国の動機が、協力関係の制度化という積極的なもの

でなく、「中国脅威論」の緩和であったり、中国を除外して東アジア諸国の協力関係が進展す

ることへの危惧にあるからであろう。 
 中国は基本的に単独主義の国家である。しかもパワー・ポリティックス的思考が強く、伝統

的な主権国家の概念に固執し、「自主・独立」を重んじる。パワー・バランスを重視する中国

のような国家は、公式、非公式を問わず、権力政治に不可欠なパワーおよびその行使に規制を

                                                      
13  『日本経済新聞』1997 年７月 28 日。 
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加える多国間協調を嫌う。多国間協調に基づく国際的な制度や仕組みが国家戦略に不当な制約

を課すと考えるからである。中国は、急速に国力を増大させており、その影響力は益々高まっ

ていく。したがって、東アジア諸国にとって重要な課題は、こうした中国を多国間安保対話の

場に取り込み続け、中国の単独主義を抑制するとともに、多国間協調によって得られる利益を

中国とともに確認していくことであろう。 
 
 第３節 ロシア 
 
 ARF におけるロシアの活動は目立ったものはないが、中国、日本、米国、韓国との間の二国

間安保対話・防衛交流には積極的な姿勢を見せている。ただし、それは単に二国間関係の推進

を図ろうとするものではなく、NATO の東方拡大、中国の大国化、あるいは、自国の軍需産業

の温存など様々な要因を考慮した複雑な様相を呈している。 
 中国との間では、「戦略的パートナーシップ」の再確認や「世界の多極化」で合意するなど、

NATO の東方拡大や唯一の超大国となった米国に対する牽制として中露関係を捉えた交流を

進めている。 
 他方で、中国の大国化に備えてか、日米両国への接近も図っている。「北太平洋安全保障三

極フォーラム」と称される日米露３カ国安保対話の開催のほか、日本との二国間関係では、93

年 10 月の日露海上事故防止協定、96 年４月の初めての日露防衛首脳会談（大規模軍事演習の

相互通報など信頼醸成措置の合意）、さらに97年に入ると、ソ連時代も含めて初めてのロシア

国防相の訪日、ミサイル駆逐艦「アドミラル・ビノグラードフ」の日本寄港14などを挙げるこ

とができる。また、防衛庁とロシア国防省の間では事務レベルの定期協議も開催されるように

なっている。このように、日露間の安保対話・防衛交流のレベルは、その形態および内容とも

に日中間の安保対話・防衛交流を上回るまでに至っている。米国との間では、欧州を舞台とし

て様々な交流を進めているが、北東アジアにおいては、米太平洋軍との防衛交流が目立ってい

る。96年８月には、ウラジオストクで、米海兵隊とロシア海軍歩兵部隊による災害救援・人道

支援を目的とした共同訓練を実施したし、97年７月には、横須賀を母港とする米巡洋艦「バン

カーヒル」をウラジオストクに寄港させている15。 
 しかしながら、日米との安保対話・防衛交流を進めるなかで、中国への武器輸出の手もゆる

めていない。ここ数年の中国向けの主な武器売却(契約ベース)は、①Su-27 戦闘機 72 機、②S300
地対空ミサイル100基、③Il-76 輸送機 10 機、④キロ級潜水艦４隻、それに、⑤ソブレメンヌ

                                                      
14  「アドミラル・ビノグラードフ」の寄港は、93 年の日露海上事故防止協定に基づく通信・操

艦訓練の一環としての寄港であった。 
15  『朝日新聞』1997 年８月３日。 
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イ級駆逐艦２隻、などである。さらに、200 機のSu-27 戦闘機を中国でライセンス生産する契

約を結んだとも伝えられている16。ロシアの経済状況を考慮すれば、外貨取得の手っ取り早い

手段として武器輸出に頼らざるを得ないかもしれないが、長期的な安全保障上の視点からは疑

問を呈さざるを得ない。 
 
 第４節 ASEAN 
 
 ASEAN 各国に域外の日本、米国、豪州、ヨーロッパ共同体 (EC) を加えたASEAN 拡大外

相会議では、79年以降、アジア太平洋地域の政治・安全保障問題が協議されてきた。ところが、

93年頃になると、ASEAN 内部に、別途、政治・安全保障問題を集中的に討議する場を創設す

る必要性が認識され始め、ARFの創設につながった。 
 ASEAN 諸国がアジア太平洋地域の政治・安全保障問題に積極的に関わろうとした背景には、

以下の理由があった。第１は、冷戦の終結とともに、アジア太平洋地域の政治・安全保障環境

の将来が不透明になったが、そうした状況にあっては、ASEAN 諸国に対する域外大国からの

圧力や干渉の危険が高まると考え、これを防止する手段として域外大国との政治・安保対話の

活用を考えたのである。 
 第２は、急速に経済力、軍事力を伸ばしている中国の存在である。ASEAN 諸国は、係争中

の南シナ海での中国海軍の活動など、中国の一方的、独断的行動に対して懸念を高めたのであ

る。そのため、中国を多国間協議に取り込み、中国の動きを牽制する手段として安保対話を位

置づけたのである。 
 第３は、米国の動向に対する不安である。ASEAN 諸国は、人権や通商で米国と対立するこ

とが多いが、その一方で地域の平和と安定を維持するためには米国の関与が不可欠であること

も十分に理解していた。ところが、当時米国は、フィリピンの基地閉鎖など、東南アジアから

撤退する動きを見せていた。こうした米国の動きに対し、米国を東南アジアにつなぎとめる手

段として、米国も参加するARFの設置を画策したのである。 
 第４は、89年11月のAPECの創設である。APEC はASEAN 諸国も含めた環太平洋諸国が

経済、通商、投資問題を協議する緩やかな閣僚会合として発足したが17、ASEAN 諸国は、APEC
での閣僚会議が ASEAN の機能と役割を弱体化するとの懸念を持っていた。とりわけ APEC
の参加国がASEAN 拡大外相会議のメンバー国と重なっていたことから、ASEAN 拡大外相会

                                                      
16  同上。 
17  発足時の参加国は、ASEAN６カ国、日、米、韓、加、豪、ニュージーランドの 12 カ国であっ

た。 
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議の形骸化を恐れ18、拡大外相会議を基盤に新たな対話機構を創設する必要性を強く認識した

と想定される。 
 しかしながら、安保対話に対するASEAN の姿勢は、「ASEAN 流」と称されるように、際

だった特徴を呈している。すなわち交渉よりも対話、そしてコンセンサスを重視し、合意に至

る可能性のある事項から詰めていく。採択された合意・原則は宣言の形で採用するが、即座に

その原則を各国の行動規範としてルール化せず、漸進的にその可能性を探るというアプローチ

である。したがって、ASEAN の安保対話の目的は、欧州で見られたような軍備管理・軍縮を

直ちにこの地域で実現しようとするものではなく、そのための政治的前提条件、すなわち対話

を通じての相互理解の増進、相互信頼の醸成を漸進的に進めていくことにあると考えられる19。 
 安保対話に対するこうしたASEAN の姿勢や目的は、以下に述べるアジア太平洋地域の複雑

な政治・安全保障環境を考慮すれば、やむを得ない面もある。第１に、アジア太平洋地域にお

いては、国家の力関係が多極的であり、また、域内各国の利害、対立、脅威認識は多様である。

第２に、未解決の領土問題が多く見受けられる。第３に、歴史、文化、政治理念が多様である

のみならず、経済の発展段階にも大きな差異が見受けられる。第４に、歴史的経験に基づく相

互不信とライバル意識が強い。そして第５に、これらの結果としてのコミュニティー意識の欠

如である。このようなアジア太平洋地域の地政学的条件を考慮すると、合意事項を早急に行動

規範としてルール化し、域内各国の行動に規制を加えようとすれば、対話の場が各国の利害の

違いを鮮明化するだけに終わり、対話そのものが成立し難くなる恐れがある。したがって、ア

ジア太平洋地域における安保対話の持続性、継続性の観点からは、対話の結果得られた原則を

宣言的に採択するものの、その原則の取り扱いについては対話参加国の自主性に委ね、明文化

を急がずに、原則を蓄積することによって行動規範を徐々に形成していく方が現状に適してい

ると判断したのであろう。 
 
 
 
 

                                                      
18  こうした ASEAN 諸国の危惧は、1990 年２月、APEC への対応策を協議するためにマレーシ

アのクチンで開催された ASEAN 外相・経済相会議後に公表された「クチン合意」にも盛り込ま

れている。そこで表明された第一の合意は、ASEAN のアイデンティティーと結束の維持であった。

菊池努『APEC－アジア太平洋新秩序の模索』（日本国際問題研究所、1995 年）、215 頁。 
19  菊池努『APEC－アジア太平洋新秩序の模索』日本国際問題研究所、1995 年、268～269 頁。

フィリピンの大統領安全保障顧問のホセ・アルモンテは、「ARF は地域の安全保障や政治問題は

話し合うが、決定はしない。話し合って緊張を和らげ、相手に対する理解を深める。米欧では結

論は白か黒でなければならないが、ARF は同意できるまで話し合う。それがアジア流だ」と述べ

ている。『日本経済新聞』1995 年５月 31 日。 
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 第５節 豪州 
 
 東アジア諸国との経済・通商関係の増大やアジアの一員というアイデンティティを深めてい

る豪州は、冷戦終結の前後を境に、アジア太平洋地域の安全保障問題に大きく関わり始めた。

米国の反対、あるいはアジア諸国の冷淡な反応で、日の目を見ることのなかった「アジア安全

保障協力会議 (CSCA)」構想は20、その一例である。 
 欧州安全保障協力会議 (CSCE) 方式がアジア太平洋地域に馴染まないことを知った豪州は、

欧州型の制度的アプローチから、ASEAN 流の対話を重視した「ソフト」な地域安全保障機構

の構築を受け入れるようになる。こうして豪州は、ASEAN 拡大外相会議での安全保障協議に

積極的姿勢を見せると同時に、日本とともにARFの創設に大きな役割を果たした。 
 とはいえ豪州のアプローチは、ARF 会合において、会議のアジェンダ設定、協議の進め方、

合意に至った決議事項の取り扱いなどをめぐって、ASEAN 諸国との間でしばしば対立してい

る。CSCE型安保機構を提案したことからも窺えるように、豪州は、単に安保対話を進めるだ

けでなく、対話の結果合意に至った事項を可能な限り制度化し、対話国の行動規範としてはじ

めて安全保障環境の改善につながると考えるからである。 
 また豪州は、二国間の安保対話・防衛交流にも意欲的な姿勢を見せ始めている。95 年 12 月

には、インドネシアとの間で安全保障維持協定を締結したし、96年３月の政権交代後21、日本、

韓国との二国間安保対話を制度化した。さらに97年の夏には、中国、ベトナム、フィリピン、

タイとの間で、定期的な二国間政治・安保対話を開催することで合意している22。これら４カ

国との二国間安保対話の合意の結果、豪州の二国間安保対話網は、アジア太平洋地域の主要国

をほぼカバーすることとなった。 
 このように豪州は、ARF および二国間という２通りの枠組みで安保対話・防衛交流を押し進

めており、その姿勢はアジア太平洋諸国の中で飛び抜けて積極的なものとなっている。しかし

ながら、他方で、紛争勃発の際に援用できる米豪間の防衛協力や英連邦諸国との五カ国防衛取

極を強化・活性化する動きも見せていることを忘れてはならない23。 
 
 
 

                                                      
20  1990 年７月の ASEAN 拡大外相会議でギャレス・エバンス外務貿易相（当時）が提案。 
21  96 年３月の総選挙の結果、13 年間続いた労働党政権から保守連立政権に替わった。 
22  『日本経済新聞』1997 年８月 14 日。 
23  米豪防衛協力の強化、五カ国防衛取極の最近の動きについては、それぞれ佐島直子「変容する

ANZUS 同盟－『南北の錨』の将来を探る」『国際問題』446 号（1997 年５月）、23～25 頁、同

「五カ国防衛取極の今日的意義」『外交時報』1322 号（1995 年 10 月）、4～31 頁を参照。 
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 第２章 日米安保に対するアジア太平洋諸国の評価 
 
 第１節 韓国および北朝鮮 
 
 日米安保条約に対し韓国は、基本的に、北朝鮮を抑止するにあたり、米韓相互防衛条約を後

方から支える防衛協力として評価している。その一方で、日本に対する抜き難い不信感から、

日米安保条約を日本の防衛力増強や日本の防衛政策の一人歩きを制御する装置とも見ている

ようである。 
 新ガイドラインに対しては、朝鮮半島や東アジアの平和と安定に資するものと評価する一方

で、新ガイドラインに基づく日米防衛協力の透明性を高めることを要求している。一例を挙げ

ると、韓国政府は、日米両国が97年６月上旬、ガイドライン見直しの中間報告を公表した際、

「朝鮮半島の平和と安定に寄与するもの」と評価しつつも、ガイドラインで示された自衛隊の

支援活動が日本国憲法の枠内で行われること、さらには日本の軍事大国化を憂慮する見方が国

内に多いことを理由に、日米がガイドラインを履行するにあたって、韓国と緊密な協議を実施

していくことを求めた24。さらに97 年９月の新ガイドライン公表後においても、米韓同盟やア

ジアの安全保障の観点から新ガイドラインを評価できるとしながらも、日本政府に対し、①米

軍の後方支援活動に徹すること、②船舶の検査などの活動は事前に韓国政府と協議すること、

③韓国の主権的権利が及ぶ海域での軍事活動には韓国の同意が必要であること、それに、④ガ

イドラインに基づいて日米間で策定される日米相互協力計画や共同作戦計画の透明性を維持す

ること、などを求めている25。韓国がこうした注文をつけるのは、朝鮮半島有事の際の自衛隊

の行動、あるいは北朝鮮問題解決後に役割を増大した日本が如何なる行動にでるか、などにつ

いて懸念があるからであろう。 
 他方北朝鮮は、日米安保条約に対し一貫して否定的な見方をとっている。新ガイドラインに

対しても、その見直し作業開始以降、折に触れて激しい非難を繰り返している。例えば、97年

8月10日付の『労働新聞』は、「わが共和国を攻撃し、朝鮮侵略の野望を実現しようとする米

日反動分子らの犯罪的計画」と糾弾している。また、新ガイドライン公表後においては、北朝

鮮に対する侵略戦争シナリオと非難し、冷戦の産物である軍事同盟を強化せず、撤廃するとと

もに、対話と協調の道を歩むべきであると述べている26。北朝鮮は、対米関係の改善および食

糧・経済支援の獲得を最優先の外交課題としているが、新ガイドラインに関する限り、こうし

た外交課題を踏まえた対米、対日配慮は見受けられない。また、後述する中国の新ガイドライ

                                                      
24  『朝日新聞』1997 年６月９日。 
25  『朝日新聞』1997 年９月 24 日。 
26  北朝鮮外交部スポークスマンの 1997 年９月 27 日の発言。 
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ン批判のように、日本と米国に対する批判の「使い分け」も見られない。 
 
 第２節 中国 
 
 中国は、70 年代初めの米中和解および日中国交正常化以降、対ソ包囲網の一環として、ま

た日本の軍事大国化を抑える装置として、日米安保条約を容認してきた。しかしながら、ソ連

が解体し、ソ連の脅威が減退するにつれ、日米安保条約に対する中国の認識は徐々に変化して

きている。 
 冷戦後の日米安保条約に対する中国の見方は、96年４月の日米安保共同宣言を契機に、より

鮮明になった。共同宣言発表の翌日、中国外務省は、①中国は、平和五原則を基礎に、日米両

国との協力関係の強化を願っている、②台湾問題は中国の内政であり、如何なる国、如何なる

形態であっても、台湾問題に対する干渉に反対する、③日米安保条約が日米二国間の範囲を超

えれば、地域情勢に複雑な問題を引き起こす、④日本が軍事力を増強し、防衛範囲を拡大すれ

ば、アジア諸国の警戒感を高めよう、との４項目にわたる見解を述べ27、警戒感を示した。ま

た、中国外務省直属の国際問題研究所の楊成緒所長は、冷戦期はソ連に向いていた日米安保条

約が、その再定義で、明言しないものの中国を対象とするようになったと述べている28。 
 同様に、中国は、97年９月に公表された新ガイドラインに対しても否定的姿勢を見せた。特

に、新ガイドラインに盛り込まれた「日本周辺」と台湾との関係をめぐって警告、非難を繰り

返した。中国外務省は、９月24日、「台湾は中国の不可分の一部であり、直接的にせよ間接的

にせよ台湾海峡を日米安保協力の範囲に入れることは、中国に対する主権の侵害、干渉であり、

中国政府と人民は決してこれを受け入れることはできない」と断言している29。そして新ガイ

ドラインの策定に至る日米の動きに対し、「安保対話が活発な状況のもとで、軍事同盟を強化

し、軍事協力を拡大することは明らかに時代の潮流に反する」とし、日米安保条約を時代錯誤

と批判を加えている30。こうした中国の批判的姿勢は、97年9月上旬に訪中した橋本首相の説

明、あるいは日本政府関係者の相次ぐ説明によって、若干和らいだものの、新ガイドラインに

対する中国の警戒心はなくなったわけではない。 
 ところで、上述の中国の懸念・批判は、ほとんどが日本に向けて発せられており、米国に対

してのものはあまり見受けられない。したがって、中国の批判は日米安保体制そのものに向け

てというよりも、むしろ日本の政治・安全保障上の役割増大に対する牽制、さらにはその手段

となっている日米同盟への揺さぶりなどを目的としていると見ることもできる。 

                                                      
27  『中国通信』1996 年４月 22 日。 
28  『朝日新聞』1997 年６月 12 日。 
29  同上。 
30  『中国通信』1997 年 10 月６日。 
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 また、中国人民解放軍機関誌『解放軍報』に見られるように、日米防衛協力の強化に伴って、

日本の防衛力の増強や自衛隊の海外派兵の危険を唱える論評もあった31。中国国内における『解

放軍報』の位置づけを考慮すれば、こうした批判の背景には、中国脅威論を緩和させるととも

に中国軍の近代化促進を正当化するといった思惑があるものと想定される。 
 他方、台湾当局の見方は、「日米両国が台湾海峡に関心を持つことは、この地域の平和と安

定につながる」あるいは「日米防衛協力は台湾の利益に一致する」などで一貫している32。 
 
 第３節 ロシア 
 
 日米安保条約に対するソ連の見方はゴルバチョフ時代に変化し始め、今日のロシアは日米安

保条約を敵視していない。ソ連解体後のロシアは、民主主義や市場経済体制を追求しており、

この国内改革を成功させるためには、日本との関係改善・強化やアジア太平洋地域の安定を確

保することが重要と認識したためと想定される。例えば、97年5月、訪日したロジオノフ国防

相は、日米安保条約が特定の国を対象としておらず、アジア太平洋地域の平和と安定に貢献し

ており、緊密な日米関係を歓迎するとの旨発言している33。また、新ガイドラインについても、

基本的に容認の姿勢を見せている。こうしたロシアの姿勢は、ロシアが、ソ連と異なり、日米

を敵視していないこと、日本が対露関係構築に向けて前向きな方針を策定したこと、さらには

急速に経済力や軍事力を伸ばしている中国の存在を考慮してのことであろう。 
 
 第４節 ASEAN 
 
 ASEAN の日米安保体制に対する見方には、メンバー国によって若干の相違があるものの、

総じて肯定的評価の中に警戒心が混在していると言える。例えば、フィリピンのラモス大統領

が日米安保共同宣言および米軍のプレゼンス継続を歓迎するとの発言をしている一方で、マレ

ーシアのマハティール首相は、日米安保の強化が東アジアでの軍拡競争を誘発しかねないとの

懸念を表明している。また、インドネシアのアラタス外相のように、日米安保体制の強化に伴

って日本が軍事的役割を果たすようになることを危惧する意見もある34。こうした賛否両論の

背景には、日米安保体制を増強の続く中国の軍事力に対する抑止力と見なしながらも、過去の

記憶に照らして日本がアジアでの安全保障上の役割を拡大することや、日米安保体制の強化が

                                                      
31  『産経新聞』1997 年 10 月 17 日。 
32  『朝日新聞』1997 年９月 24 日。 
33  『朝日新聞』1997 年５月 17 日。 
34  『朝日新聞』1996 年５月 20 日。 
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日米と中国の関係を悪化させかねないとの懸念があるものと思われる。 
 新ガイドラインの見直し開始から策定に至るプロセスでの日本の姿勢を批判する声もあった。

例えば、タイの有力紙『ネーション』は、日米が「16カ月間もこの問題（新ガイドライン）を

議論していたにもかかわらず、今年（97 年）７月の ARF まで、東南アジア諸国にその内容を

説明しなかった」と批判し、「東南アジア諸国との緊密な協議抜きに、日本が信頼を勝ち取る

ことは非常に難しい」と述べている35。 
 

 第５節 豪州およびニュージーランド 

 

 豪州、ニュージーランドは、ともに米軍のプレゼンスがアジア太平洋地域の平和と安定の鍵

と見ており、その観点から米軍のプレゼンスを強力に支えている日米安保体制の維持・強化を

支持している。例えば、豪州のハワード首相は、日米安保共同宣言が発表された翌日、「日米

同盟は、アジア太平洋地域の安全と繁栄の基礎である。共同宣言は、２１世紀に向けた地域の

安定要因としての日米同盟の活力と継続性を表している」と述べている36。同様に、核兵器に

対する姿勢の違いから米国との同盟関係を失っているニュージーランドも、日米安保体制の重

要性を強調している。ボルジャー首相は、「日米同盟は冷戦時に劣らず今日も重要である。共

同宣言は特定の国に向けられたものではない」と述べるとともに、地域の安全保障を維持する

にあたって日本が積極的な役割を果たすことにも賛意を表明している37。 

 

 第３章 アジア太平洋地域における安定装置としての安保対話と日米安保体制 

 

 安保対話・防衛交流は、あくまで話し合いであり、それだけではせいぜい相互理解の向上と

いう限定的な意義しか期待できない。安保対話・防衛交流の段階だけでは、これらの活動に参

加する国々の行動準則となる各種規範やルールは生まれない。そのため、地域の平和と安定に

資する意義は限定的なものになってくる。安保対話・防衛交流に実質的な意味を持たせようと

するならば、それを重ねることによって相互信頼を築き上げるとともに各種行動規範を創り上

げ、それらを基礎に、具体的な信頼醸成措置38や軍備管理につなげなければならない。要する

                                                      
35  『読売新聞』1997 年９月 25 日。 
36  『朝日新聞』1996 年５月 20 日。 
37  同上。 
38  信頼醸成措置とは、軍事に関わる各種「透明化措置」と「規制措置」、ならびにそれらの遵守

を確保する「検証措置」からなり、戦争回避のための実質的措置である。単に隣国と交流を深め

る行為だけでは、信頼醸成措置とは言い難い。例えば、坪内淳「OSCE プロセスと ASEAN」『国

際政治』第 116 号（1997 年 10 月）、71、75～76 頁を見よ。 
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に、安保対話・防衛交流は、信頼醸成措置や軍備管理・軍縮条約を創出するための前駆的役割

を果たすことにその意義がある。 

 安保対話・防衛交流によって生まれた各種の信頼醸成措置や軍備管理は、制度化された「協

調的安全保障 (cooperative security)」には欠くことのできないものである。協調的安全保障と

は、散在する不安定要因が顕在化したり、武力衝突にエスカレートしないよう予防することを

旨とする。そこでは、信頼醸成、透明性の増大、拡散防止などが中心となり、具体的手段とし

ては、軍事次元よりもむしろ外交・政治的施策に重点が置かれる39。このように、安保対話・

防衛交流は、相互理解や相互信頼の向上から始まって、信頼醸成措置の構築、そして協調的安

全保障レジームの形成へとつながっていく流れの中に位置づけられなければならない。 

 しかしながら、安保対話や信頼醸成措置を積み重ねて創り上げた協調的安全保障は、あくま

で武力紛争の予防を目的とすることから、実際の武力紛争には無力である。したがって、武力

紛争に対しては、別途それに対処する軍事的装置が必要である。アジア太平洋地域でこの役割

を果たしているのが日米安保や米韓同盟など米国を中心とする二国間同盟体制である。 

 このように、安保対話から始まる多国間協調主義による安全保障レジームと日米安保体制の

ような同盟関係はトレードオフの関係にはなく、補完関係にある。安保対話や信頼醸成措置の

ような「予防的アプローチ」は、安全保障環境の安定化・向上に資するかもしれないが、現実

に起きた武力紛争に無力である。また、抑止・対処を旨とする日米安保体制は、武力紛争に対

処できるが、それだけでは、軍拡競争をもたらすなど、かえって国際社会の不安定化をもたら

すという欠点を持つ。つまり、両アプローチとも利点と弱点を持つのであり、その役割が異な

るのである。 

 さらに言えば、ARFなどアジア太平洋地域での安保対話・防衛交流、そしてその成果として

信頼醸成措置などの予防的諸措置が打ち出されるようになれば、日米安保体制を維持するにあ

たって日米両国が負担する政治的、財政的なコストの削減を可能にする。また、多国間協調で

生まれた紛争予防措置が機能するようになれば、日米安保体制など米国を中心とした二国間防

衛取極のみによって地域秩序が維持されている場合に比べ、域内諸国間の関係はより安定した

                                                      
39  山本吉宣「協調的安全保障の可能性－基礎的な考察」『国際問題』第 425 号（1995 年８月）、

7～8 頁。また、植田隆子によると、協調的安全保障は、協力関係を推進させることにより、参加

国間の対立要因を克服させることを目指し、紛争の未然防止を主眼とする。このための協議、協

力は制度化されたプロセスとなるが、コンセンサス・ベース（全会一致とは異なり、交渉により、

全加盟国のコンセンサスづくりをめざす）で決定が行われる。協調的安全保障を特徴づけるもの

は、制度化された安保対話、安全保障の包括的アプローチ（軍事のみならず、経済、人権面など）

による協力、狭義の軍事的信頼醸成措置の構築などである。OSCE、NACC、欧州評議会などは、

協調的安全保障を体現した組織、フォーラムである。植田隆子「協調的安全保障とは何か－ポス

ト冷戦期・欧州の模索」『世界』第 611 号（1995 年８月）、259～260 頁。 
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ものとなろう40。安全保障を全うするためには、関係各国がバランスのとれた形で双方のアプ

ローチを追求することが要請されるのである。 

 ところが、アジア太平洋地域の安保対話・防衛交流の成果を見ると、特定の国家の二国間対

話・交流を除き、大半の安保対話は、具体的かつ実質的な成果を挙げていない。多くは単なる

対話や軍関係者の相互訪問で終わっている。とりわけ、広域的な協調的安全保障体制の実現に

向けて大きな期待を寄せられている ARF に関しては、専門部会でまとまった情報交換や国防

白書の刊行などを参加国に要請しているが、必ずしもそれらを義務づけようとはしないなど、

対話あるいは対話のプロセスを重視する段階にある。なるほど、97年７月の第４回ARF では、

信頼醸成を進めながら予防外交へ進むことが合意された。しかしながら、予防外交の意味や手

法についての参加国の合意はこれからの課題であり41、具体的な予防外交が実を結ぶのはまだ

先のことである。したがって ARF の実体としては、依然、対話とコンセンサス・ビルディン

グ、それに合意事項の履行を奨励する「ソフト」な協調的安全保障レジームにとどまっている。 

 また、ARFは、北朝鮮を参加させていないために、枠組みの観点でも協調的安全保障の条件

を満たしていなし、協議の対象としている事項や問題も包括的ではない。今日の ARF は、主

として国家間紛争の予防を念頭に置いており、人権問題や国内紛争を扱うことには消極的であ

る。中国やASEAN 諸国の多くが人権問題や国内問題を議論することを内政干渉として拒否す

るからである。しかるに、国内紛争や民族紛争の多くは、少数民族の抑圧や人権侵害に起因し

ており、人権問題は地域の安全保障に直結しているのである。 

 安全保障をめぐっての今日のアジア太平洋地域の多国間協調が上述のように限定的なもので

あるが故に、域内諸国間で対立や武力衝突が生起する危険を免れない。少なくとも「欧州安全

保障・協力機構 (OSCE)」のような制度化された「ハード」な協調的安全保障体制下にある欧

州に比べその危険性は高いと言わざるを得ない。したがって域内諸国は、冷戦後にあっても、

日米安保体制や五カ国防衛取極のように、利害関係を共有する国々の間での同盟、あるいは緊

密な防衛協力関係を維持していこうとしている。 

 しかしながら、この同盟体制は、先に指摘したようにその基本的機能が抑止と対処であるた

めに、その運営のあり方如何では無用の誤解や懸念を生みやすい。理由の如何を問わず、同盟

の対象となっていると認識した国家は、その同盟関係に反発し、対抗しようとするであろう。

日米安保共同宣言およびそれを受けて見直されたガイドラインに対する中国の反応は、この典

型的な例である。こうした認識の亀裂を放置しておくと、たとえば ARF の協議が日米と中国

                                                      
40  例えば、神谷万丈「アジア太平洋における重層的安全保障構造に向かって」『国際政治』第

115 号（1997 年５月）、155 頁。 
41  『日本経済新聞』1997 年７月 28 日。 
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の反目に影響され、制度的な協調的安全保障レジームの実現はさらに遠のいてしまう。日米中

三国間の安保対話、そして相互信頼の醸成が極めて重要である所以である。 

 中国は、97 年 11 月上旬、日米が持ちかけていた日米中三カ国安保対話構想を条件付きで応

じる動きを見せたが、これは上述の観点からも極めて意義深い。日米両国は、97年の夏から秋

にかけて、中国に対し３カ国安保対話構想を打診していたが、中国は、日米対中国というパワ

ー・バランス感覚でこの構想を捉え、政府間協議としてではなく、いわゆるトラックⅡレベル

の対話としてようやく受け入れたものである42。日米安保体制に対する中国の警戒心のほどが

窺えよう。日米両国は、細心の注意を払ってこの対話を進め、日米安保体制が持つ地域安定機

能は中国の利益にもなることを説得しなければならない。 

 日米安保体制をめぐる対話の必要性は中国に限らない。既に指摘したように、ASEAN 諸国

も日米安保体制の強化に全面的に賛成しているわけではない。ASEAN 諸国の一部がこの動き

に警戒心を示すのは、将来の日本の安全保障上の役割に対する不安もあるが、それ以上に、日

米という大国による「支配」を恐れてのことであろう。そもそも、「極東」であれ「日本周辺

地域」であれ、日米両当事国の領域を超えて、包括的に、一定の地域の平和と安定に寄与する

という日米安保条約第６条の規定は、他の集団防衛条約には見られない規定なのである43。こ

の規定からしても、多国間安保対話の重要性が認識されよう。 

 

 おわりに 

 

 ARF は、各種信頼醸成措置で裏打ちされたOSCE 型の「ハード」な協調的安全保障体制を

目指す人々から見れば、未だ協調的安全保障としての実体を備えていないことになる。勿論、

「ハード」な協調的安全保障体制、「ソフト」な協調安全保障体制という概念は相対的なもの

である。例えば、本稿で「ハード」な協調的安全保障体制と称している OSCE も政治的な強

制措置や制裁措置を具備しているか否かの基準で判断すれば、「ソフト」な協調安全保障体制

と言わなければならない。さらに言えば、協調安全保障体制が「ハード」であればあるほど、

すなわち信頼醸成措置や行動規範の設定を超えて、強制・制裁措置を備えたレジームの方が地

域の平和と安定に資すると断定することもできない。なぜなら、強制や制裁は、それが武力紛

争を封じ込める目的で発動されても、本質的に武力紛争を引き起こす危険を兼ね備えているか

らである。 

                                                      
42  『読売新聞』1997 年 11 月１日。 
43  高野雄一「日米安全保障条約の法的諸問題」日本国際問題研究所・鹿島研究所編『日本の安全

保障』（鹿島研究所出版会、1964 年）、160～190 頁。 
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 しかし、相互理解の向上や信頼の醸成に大半の年月を費やし、僅かに合意に至った事項につ

いても、その履行は参加国の裁量に任すというのであれば、はたして協調的安全保障と呼べる

か疑問が残る。また、具体的な成果を生むことのない対話フォーラムは衰退しやすい。確かに、

自主・独立を重んじ、パワー・ポリティックス的思考の強い中国などは、自国の行動に規制を

加える多国間協調の制度化を嫌っていることは事実である。しかし、その中国でさえ、個別的

なイッシューであるものの、安全保障に関連するグローバルな多国間協調の一環である核不拡

散条約 (NPT)、CTBT、化学兵器禁止条約 (CWC) などにコミットしている。また、基本的に

紳士協定であるミサイル関連技術輸出規制 (MTCR) に対しても遵守声明を出すようになって

きている。要は、多国間協力の制度化によって利益を確保できるか否かの判断であろう。 

 上述の観点に立てば、ARF の合意事項の制度化を促進する方法として、迂回的ではあるもの

の、次のような手も考えられる。東アジア諸国の多くが当面の課題として、あるいは近い将来

の課題として抱えている問題のうち、多国間協力を必要とする共通の問題を選び出し、解決に

向けての協力体制を創り上げるのである。対処すべき共通の問題は、個々の国家による個別的

な政策では対処できない問題であればよく、安全保障問題に限ることはない。例えば、当面の

課題としては、周辺諸国のみならず、それを引き起こしている国家自体も被害を受けている酸

性雨の問題がある。また近い将来の問題としては、原発保有国の増大とそれに伴って生起する

放射性廃棄物の処理問題、原発の安全操業、さらには原発燃料として増大する核物質の軍事転

用防止問題などが予想される。つまり、放置しておけば、国境を超えて広域的に損害をもたら

したり、あるいは地域秩序を脅かす恐れのある問題を多国間協力で解決、予防するという地域

システム構築の可能性を探り、構築していくことである。こうした多国間協力を積み重ね、そ

の利点と必要性に対する認識を深めることができれば、安全保障の不可分性が高まっている今

日、安全保障面においても具体的な多国間協力の実現につながるものと考えられる。 

 ただし、多国間協調は、本質的に極めてもろいものであることを忘れてはならない。多国間

協調は協調を旨とするものの、それは同時に各国の個別的な利益がぶつかり合う場でもある。

したがって、多国間協調によってもたらされる利益の格差を原因として機能しなくなったり、

あるいは大国の単独主義によって破壊、支配される危険を常にはらんでいる。実際、20 世紀の

歴史を顧みるならば、多国間協調は、大規模な戦争・対立が終結する度に現れ、そしていずれ

も時がたつにつれ大国間の利害衝突の激化によって機能しなくなり、衰退していった。こうし

た歴史的事実は、多国間協調のもろさを示唆するとともに、それを維持するにあたっての大国

の役割の大きさを教えてくれる44。 

                                                      
44  山本吉宣「冷戦後の新しい安全保障－協調的安全保障の視点から」『新防衛論集』第 23 巻第

４号（1996 年３月）、19～20頁。 
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 冷戦終焉後に現れたアジア太平洋地域の多国間協調も、過去の多国間協調と同様、大国間の

利害の確執で衰退していくのであろうか。安全保障面での多国間協調を目指して創設された

ARFが、日米中の利害の衝突で、具体的行動規範やルールを設定しないまま衰退していくので

あろうか。現時点で確たる予測はできないが、希望をつなぐ動向がないわけではない。すなわ

ち、近年、とみに顕著となったグローバリゼーションとそれを補う形でのリージョナリゼーシ

ョンが余儀なくする国家間の協力関係である。世界は、民主主義化、市場経済化に向かって収

斂しているが、同時に、情報・通信・運輸手段も高度化、ネットワーク化が急速に進展してい

る。これに応じて、国境を超えた資本、情報、物、ヒトの流れはますますその規模を拡大し、

様々な面で相互依存、あるいは競合の程度を高めているが、それに伴って、個々の国家権力で

は十分な対処ができない金融危機、疾病、富の不均衡の拡大など新たな問題を引き起こしてい

る。こうした国家の枠を超えた広域的な、安定・不安定を目安とする新たな問題に対処するた

めには、地域レベル、あるいはグローバル・レベルからの組織的なアプローチを必要とする。

アジア太平洋地域においても、国境を超えた資本、情報、物、ヒトの活動が増大するにつれ、

日米中の利害関係の共通項が増大し、協力関係の維持・拡大を促していくものと想定される。 
 


