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 はじめに 
 
 われわれの住む星「地球」は、その表面の約71％を海洋によって占められている。 陸地は海

洋に浮かぶ島のようなものであり、この惑星は、「地球」と言うよりは「水球」と呼ぶ方が相

応しい。地球生命の源は海洋にある。人類の営みと海洋との関わりもまた古く、それは文明発

祥の歴史と共に始まる。メソポタミアやエジプトの古代文明は、シュメール人やフェニキア人

による地中海交易によって支えられていたし、インド古代帝国そして漢帝国も、南シナ海やイ

ンド洋を舞台にした海の民の交易活動によって栄えた面がある。古来、人類は魚介類など海洋

の恵みを糧とし、海洋を異文化の地との交易のための自由な道として利用し、商いを営み、国

を興し政を為して発展してきた。その海洋が、近い将来、人類の営みを支えきれないような状

態に陥ることが懸念されている。 
 経済活動が地球的規模で活発化するにつれて、人類による海洋の利用が加速度的に増大して

おり、シーレーンは過密化し、海洋資源に対する需要の急増が乱開発と環境破壊を招いている。

海洋の恩恵なくして人類の生存と人類社会の持続的発展の保証はあり得ない。海洋を、今、人

類が守っていかなければ、人類は海洋からの恩恵を失うことになる。 
 95 年、未来に向かっての人類の生存基盤の確保と人類社会の持続的発展の保証を、地球生命

の維持システムとしての海洋に求め、人類の手によって「海洋の総合管理」を図るための「行

動計画」、『The Ocean…Our Future』を策定することを目的として、「海洋問題世界委員会

(Independent World Commission on the Oceans, IWCO)」が発足した。IWCO は国際海洋年

にあたる98年の９月の国連総会に対して、その「行動計画」の採択を提言することとしている。

IWCO に倣って、世界でいくつかの活動が持ち上がってきている。96年には、10年計画の国際

海洋シンポジウム「海は人類を救えるか (The Ocean, Can She Save Us?)」1の第１回会議が東

                                                      

 

『防衛研究所紀要』第１巻第１号（1998年６月）、106～129頁。 

1  日本財団主催、外務省、運輸省、科学技術庁等の後援によって開催。２１世紀に向かって、資

源・エネルギーを確保し、人類の生存基盤を確保していくには、海洋に多くを依存しなければな

らないとの認識のもと、海洋と人類との関わりについて研究討議することを目的とし、96 年から

10 年間継続の予定。 
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京で開催の運びとなった。「地中海サステイナブル・ディベロップメント協議会」2では、海洋

の資源・環境保護に関する具体的な提案作りがなされているし、「国際海洋法学会 
(International Ocean Institute, IOI)」は、「PIM (Pacem in Maribus)」の会議名のもと、海

洋管理の在り方に関する検討に取り組んでいる。人類の生存基盤と持続可能な発展を保証する

海洋を守ることは「安全保障」と同義であるとの考えから、IWCO では海上防衛力3の平和利用

についても検討している。 
 このような状況を踏まえ、平成８年度から、「海洋の安定化」に貢献する海上防衛力の役割

に関する研究作業を実施してきた。研究初年度においては、ポスト冷戦時代における海洋の安

全保障に関する海外での論文や研究活動、海洋における資源・環境問題とそれに対する国際機

関等による取り組みについての情報を収集すると共に、今日のグローバル化経済の進展の中に

おけるシーレーンの実態を調査し、海洋の安定的で持続可能な利用を確保する、つまり「海洋

の安定化」のための海上共同行動として、OPK (Ocean-Peace Keeping) の概念を構築した。

OPK とは、海洋利用の秩序維持と海上における武力紛争の未然防止を目的とする、国連あるい

は地域的な取り決めまたは合意に基づいた海上共同行動である。研究２年目においては、OPK
の概念を国際会議等の場を設けて広く世界に発信し意見を交換した4。 
 本稿は、OPK の実践の必要性を念頭において、国際社会のグローバル化の中でシーパワーは

どのような意味合いを持つものとなるのか、海洋の安全保障に何が必要となっているのかを検

討すると共に、国家と海洋との関わりの歴史を振り返ることによって海上防衛力の意義・役割

を考察しようとするものである。 
 
 第１章 海上防衛力の役割の再吟味 
 
 97年の10月から11月にかけて、海上防衛力について討議する３つの国際会議が相次いで東

京で開催された。「防衛研究所主催第 13 回国際共同特別研究会」、「第 11 回アジア・太平洋

シーレーン研究国際会議」、そして「第４回 CSCAP 海洋協力作業部会」であり、いずれも海

上防衛力の役割についての再吟味を試みるものであったといえる。 
 

                                                      
2  地中海の環境保全を規定するバルセロナ条約に基づく部会。 
3  いわゆる海軍については、Navy、Maritime Force 等、目的、機能、位置づけ等の違いから国

によって呼称が異なる。本論では、これらを総称する場合は「海上防衛力」の表現を用い、歴史

上の海戦等を論じる際、あるいは Navy と呼称する国の海軍を論じる場合には「海軍」あるいは「海

軍力」の表現を用いることとする。 
4  平成９年 10 月 27、28 日の両日、防衛研究所で、第 13 回国際協同特別研究会「オーシャン・ガ

バナンスとアジア太平洋地域の海洋安全保障協力－海洋の安定化と信頼醸成のための OPK－」を

開催、９カ国から研究員を招聘し OPK に関し発表･討議した他、ロシア海軍、米国や韓国の安全

保障に関する研究機関等との意見交換を実施した。 
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 第１節 「シーレーン防衛」の再吟味 
 
 「第11回アジア・太平洋シーレーン研究国際会議」は、97年11月17、18日の両日、都内の

ホテルで、18の国・地域・機関から55名の研究員が参加して開催された。本国際会議は82年

に、日、米、韓および台湾の有識者達によって発足されたもので、冷戦下にあった当時、対象

勢力の海軍力からシーレーンを防衛することは自由主義陣営にとって死活的に重要なテーマで

あった。冷戦後の時代においてもなおシーレーンの重要性に変わるところはなく、参加国・参

加者を増やしつつ継続されてきているが5、会議の趣旨については、冷戦時代における敵海軍力

からシーレーンを防衛するための自由主義陣営の協力についての検討から、新しい時代におけ

るシーレーンの安全確保を目的とした海洋協力の在り方の追求へと変わってきている面がある。 
 今回の会議では、「シーレーンの安全確保のための地域協力」として、海賊への共同対処、

捜索・救難に対する協力、潜在的紛争要因の除去についての協力、武力紛争の予防に関する協

力等について積極的な意見の交換がなされたが、今日の海洋をめぐる安全保障環境の複雑性と

海上防衛力整備の進むべき方向の不透明性は、米国防総省から参加したダニエル・カルター研

究員の発表、「シーレーン防衛の経済学：虚言の支配」に端的に表れていた。同研究員の用い

たスライドには、一隻の大型の貨物船が写されていた。この貨物船の所有者 (Owner) はノルウ

エー人、旗国 (Flag State＝船籍国) はリベリア、管理者 (Manager) はキプロス人、保険会社

(Insurance Co.)は英国法人であり、これにはさらに米国の保険会社に再保険が掛けられ、乗組

員 (Crew) は船長がポーランド人で船員はバングラディシュ人とフィリピン人、用船契約

(Charter) はアラブ首長国連邦で、積み荷はイタリア、フランスそしてドイツに向けたものであ

った6。これは極端な例示ではなく、海の世界ではごく通常のことである。今日のシーレーンは、

完璧なまでにトランスナショナルな世界の中にあり、シーレーンの安全が脅かされる事態は、

これら船舶に関わる全ての国、企業の利益が損なわれる事態であるといえよう。シーレーンの

安全を脅かすものは敵対する国家の海軍力だけではない。例えば、フィリピンの海員組合がス

トライキをするとか、満足な船員教育を受けていない乗組員が操船を誤って船を座礁させるな

どのことがあれば7、これらもまたシーレーンの安全を脅かすものとなる。 

                                                      

l i

5  「アジア・太平洋シーレーン研究国際会議」について詳しくは、『第 11 回アジア･太平洋シー

レーン研究国際会議成果報告書』日本世界戦略フォーラム・シーレーン研究国際会議実行委員会、

1997 年 12 月。 
6  The Office of Naval Intelligence (USN), Wor dwide Marit me Challenge (March, 1997) に
も同じ紹介がある。 
7  本国際会議では、船員の教育訓練も議題となった。フィリピン代表から、「現在世界の船員の

28％はフィリピン人であるが、フィリピンでは船員の訓練施設が不足している」旨の発言があっ
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 同研究員は、96年５月にカナダのハリファックスでNATO の主催により開催された海洋シン

ポジウム、「２１世紀への多国間海軍協力と外交政策 (Multinational Naval Cooperation and 
Foreign Policy into the 21st Century)」においても同様の発表をしているが、この時には、タ

イにある日本企業の工場向けの資材を運ぶパナマ船籍のコンテナ船で、乗組員がフィリピン人

でありオーストラリアからアジアのハブ港であるシンガポールに入港するものを例として示し

ていた。日本に対して通商破壊を企図するなら、日本周辺海域にまで出かけて、多数の国が絡

んでいる商船を攻撃するようなことをしなくても、シンガポールの港湾を破壊する方が簡単で

ある。シージャックという手もあるだろう。コンテナは封印されていて中身が分からない。貨

物の積み降ろしは、ほとんどすべて港湾のコンピューターシステムで処理される。コンピュー

ターに誤情報を与えることはマニアでも簡単にできることだ。もっとも、そんなことをすれば、

まずタイにある日本企業に勤める現地雇用者が失業し、ヨーロッパの保険会社が損害を被り、

シンガポールの港湾作業は大混乱に陥るだろう。シーレーンは今、守り難くあり、攻め難くも

ある。 
 同研究員はシーレーン破壊に対する航路の変更についても触れ、「今、船舶は大型化し無補

給長距離の航海ができるところから、封鎖海域や危険海域を迂回して目的地に向かうことが可

能で、それによる経済的損失は少ない」と、定量的に分析した数字を示して説明していた。こ

の意見に対し参加者から、「それは米海軍の介入の判断基準となるものだろう」との指摘があ

った。「危険海域を迂回できるような状態であれば、米海軍はシーレーンの維持のために兵力

を提供しない」との判断に短絡的に繋がるものでないにしても、戦略的見地からは一つの選択

肢ではあろう。ここ２～３年の間の米海軍関係者による論文には「シーレーン防衛」に関する

ものがほとんどみられない。「シーレーン防衛」に対する米海軍の戦略は、ソ連の海軍力を脅

威とした冷戦時代に比べ、必ずしも明確ではないのである。 
 今日の海洋をめぐる安全保障環境の中で、海上防衛力がいかなる意味をもち、シーレーンの

安全確保のためにどのように協力すればよいのかについて、各国で再吟味がなされている。 
 
 第２節 「多国間安全保障協力」への模索 
 
 「第11回アジア・太平洋シーレーン研究国際会議」の翌日の11月19日に、「アジア太平洋

安全保障協力会議 (CSCAP)」の「第４回海洋協力作業部会 (Maritime Cooperation Working 
Group)」が、日本国際問題研究所において、カナダ、米国、中国、オーストラリア等12カ国に、

                                                                                                                                               
た。低賃金で世界に船員を提供している他の国々においても事情は同じであり、必ずしも十分な

知識･技能を有する船員ばかりではない。 
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欧州および台湾からの代表も加えた21名が集まって開催された。CSCAP は、「ASEAN 地域

フォーラム (ARF)」のセカンドトラックであり、ARFそのものが、「信頼醸成」、「予防外交」、

そして「紛争解決へのアプローチ」という３段階検討プロセスのいまだ第１段階にあるところ

から、CSCAP海洋協力作業部会の作業も信頼醸成措置模索の域を出てはいない。 
 第４回目となる今回は、海運の現状とそこにおける地域安全保障について討議された。各報

告者が、それぞれの国あるいはこの地域における海上貿易の現状、航路に関する問題点、エネ

ルギー事情、シーレーン周辺の海洋汚染などについて調査してきたものを発表し、確認し合っ

ていた。シーレーンの問題は現状を掌握するところから始めなければならないことは確かだ。

しかし、現状をつぶさに認識し、何から何を守るために、地域でどのような協力が必要で、海

上防衛力にどのような貢献を期待するのかを導き出していこうとするのであれば、気の遠くな

るような長い道程が待っていることだろう。もとより、ARFが安全保障対話であり、セカンド

トラックとしての CSCAP も対話の域を出ないものであるとするのであれば、それはそれで意

義のあることではあろう。 
 そもそも、アジアにおける安全保障上の不安定性は、歴史上かってなかったほどの短期間に

おける経済発展とそれに続く通貨・金融危機、そのような急激な変化と、その変化に対応する

各国の行動の不透明性にあるのではないだろうか。「第11回アジア太平洋シーレーン研究国際

会議」でも指摘されていたように、海上においては、いかなる国あるいは犯罪も、たとえそれ

が旧ソ連のような大海軍力を有していなくとも、武力紛争の当事者あるいは海洋秩序を損ねる

脅威となり得るという安全保障環境の中で、アジアの一部の国にみられる行動の不透明性は一

層不安定性を助長している。アジアの海にこそ、海洋の安定的利用を図るための総合的な安全

保障のシステムが必要なのである。 
 CSCAP海洋作業部会にも、対話の域を超えようとする試みがある。96年12月のジャカルタ

会議において「Guidelines for Regional Maritime Cooperation」8が作成され、CSCAP運営委

員会への提出が合意された。本ガイドラインは、国連海洋法条約に規定される海洋管理の履行

と、シーレーンの安全確保のための、海上における地域協力推進の指針を示すものである。内

容は、①国連海洋法条約上の義務の履行、②平和、安全保障、持続可能な開発のための協力、

③航海の自由の保障、④大規模災害に対する援助、⑤国家管轄水域の枠組みを超えての海洋資

源・環境の保護、⑥海上防衛力の地域協力等であって、OPK の活動内容と相通ずるところが多

い。今、海洋における安全保障は、その領域が拡大し、対応には地域協力が必要であるとの認

識が高まっているのである。 
 インド洋も含め、このアジアと太平洋地域を一括りにして論じるのは少し乱暴なことではあ

                                                      
8  CSCAP Memorandum No.4. 
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るが、これらの地域で多国間の安全保障の態勢が未成熟であるのは、民族性や文化の多様性と

いったものよりもむしろ、朝貢を基本とする冊封体制に例をみるような東アジアに特有の縦社

会による秩序維持の歴史、植民地と宗主国の間の垂直な対外関係の経験、そのため国家間にお

ける武力紛争が歴史上欧州に比べて少ない、といったものの方が大きな要因であったのではな

いかとも思われる。今、アジア太平洋地域の国家間関係は水平的である。 
 しかし、欧州に比してアジア大平洋地域は地理的にも政治・文化的にも広大である。欧州は

「地域」であるが、アジア太平洋は「世界」であるとの表現もある。この地域における多国間

安全保障の枠組みは、包括的なものからではなく、目的ごとのサブリージョナルな多国間協力

の取り決め、例えば、海賊対処や麻薬取締、あるいは環境保全といったものについて、隣接国

間で協力の取り決めがなされ、それらが集合されていくようなプロセスをたどって形成されて

いくように思われる。 
 
 第３節 「海上防衛力の新たな役割」の提言 
 
 以上紹介した２つの国際研究会議に先立つ97年10月27、28日の両日、防衛研究所において、

第13回国際共同特別研究会「オーシャン・ガバナンスとアジア太平洋地域の海洋安全保障協力

－海洋の安定化と信頼醸成のためのOPK－」が開催された。本研究会は、新たな海洋の時代を

迎えるために、われわれ人類社会が海洋に対して何をなさなければならないかを討議し、海洋

の新しい安全保障の概念と具体的な信頼醸成措置を提唱しようとする試みであった。 
 研究会は、米国、カナダ、ロシア、中国、韓国、マレーシア、オーストラリアそれに英国と

開催国日本からそれぞれ１名の、海洋の安全保障に関する専門の研究員を招聘し、セッション

１（OPK の概念の紹介）、セッション２（新たな海洋の安全保障についての海外招聘研究員の

報告）およびセッション３（OPK に関するパネル・ディスカッション）の構成で実施された。 
 セッション１では、OPK 研究の担当者が、「オーシャン・ガバナンスと海洋の総合管理

義務」そして「OPK (Ocean-Peace Keeping)」についてその考え方を発表し、セッション

２では、海外からの招聘研究員が、ポスト冷戦時代の海洋の安全保障、海洋における資源・

環境の保護と国連海洋法条約、海軍力の平和貢献と多国間海上協力といった各分野におけ

る研究成果を発表した9。セッション３では、各参加者が、OPK を支持しさらに実行性を

                                                      
9  カナダ、ダルハウジー大学外交政策研究センター所長のピーター・ヘイドン氏が「ポスト冷戦

時代における海軍力の役割」、韓国、延世大学の金達中教授が「ポスト冷戦時代のシーレーンの

安全保障」、中国国家海洋局の李文海氏が「中国海洋アジェンダ 21」、マレーシア MIMA 研究所

のモハメド・バシロン氏が「海洋環境の保護」、ロシア、クルチャトフ研究所所長のエブゲニー・

ベリホフ博士が「国連海洋法条約と海軍の平和利用」、米国Ｅ－Ｗセンターのマーク・バレンシ

ア氏（欠席・代読）が「南シナ海の資源共同監視」、英国プリマス大学のマイケル・ピュー教授
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高めるための建設的な意見を述べ、最後に、研究会の総括として、OPK を海洋の総合管理

に貢献するものとして評価し今後さらなる研究の必要性を唱えた「東京アピール」を採択

して閉会した10。 
 なお、この「東京アピール」及び本研究会の概要は、97 年 11 月に南アフリカで開催された

IWCO 総会、および同月にマルタで実施された IOI「PIM」で紹介された。IWCO は、国連総

会に提出する「行動計画」の第１部「海洋の平和と安全保障の促進」の中にOPK の概念を盛り

込むことにしており、また、IOI のマルタ代表が、前述の「地中海サステイナブル・ディベロ

ップメント協議会」に、OPK の考え方を取り入れるよう提案している。 
 さて、提唱している「オーシャン・ガバナンスと海洋の総合管理」及び「OPK」については

第３章で詳しく述べることとして、その前に若干の紙面を割いて、シーパワーと海軍力の果た

した役割について、歴史を回顧し、将来を展望してみる必要がある。 
 
 第２章 シーパワーと海軍力 
 
 第１節 シーパワーの発祥 
 

 シーパワーの発祥を地中海にみることができる。紀元前 480 年にペルシャとアテネの間で繰

り広げられたサラミスの海戦は、大陸世界と海洋世界との地政学的対立に起因する戦いであっ

たとみることができる11。地中海の東部は、この戦いに勝利したアテネの海軍力によって支配さ

れる時代が続くが、やがて、大陸国家マケドニアの征服によって海軍力による地中海の支配は

消滅する。それから 200 年後、紀元前 265 年から始まった第１次～第３次ポエニ戦争でカルタ

ゴを滅ぼしたローマが、海軍力をもって地中海を支配することとなる。 

 後の時代に、アルフレッド・Ｔ・マハンは、このポエニ戦争の戦史をつぶさに分析した結果、

ローマの勝利の要因が、その海軍力による西部地中海の「コントロール」にあったとする結論

に到達し、『海上権力史論』を著して、国家の繁栄をもたらすシーパワーと、それを支える海

軍力の維持の必要性を説くこととなる。ローマによる地中海の支配をシーパワーの発祥とみる

ことは可能であろう。 

 ローマ海軍による制海権獲得によってローマに敵する海軍力はなくなり、やがて地中海はロ

                                                                                                                                               
が「人類福祉としての海上警察行動」、オーストラリア海軍省のディック・シャーウッド中佐が

「アジア太平洋地域における海上協力の強化」について報告した。 
10  本国際協同特別研究会における報告は、『オーシャン･ガバナンスと OPK』（防衛研究所、1998
年１月）に全文が掲載されている。 
11  川勝平太『文明の海洋史観』中央公論社、1997 年、171～172 頁。 
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ーマの閉鎖海となっていく。地中海を防衛する軍隊は海軍から沿岸の陸軍に移され、そのよう

な中でローマはランドパワーに変質していった12。ローマの内部抗争による海戦や、勃興するサ

ラセンの海軍あるいはノルマンのヴァイキングの侵入、海洋都市国家ヴェニスとゼノアの対立、

そして地中海に跳梁する海賊がハンザ同盟の海上交易を悩ますといった歴史が流れていくが、

地中海には海軍力による支配の不在する時期が続いていた。 

 十字軍の遠征（1096～1291年）、ローマ法王による元への使節の派遣（1246、1248年）、そ

してマルコ・ポーロの東方見聞録といったものが、やがてヨーロッパの人々の目を東方に向け

させ、東洋の物産を求めて東西の交易が盛んとなっていった。オスマン・トルコの隆盛によっ

て陸路による東洋との交易が脅かされるようになると、ルネサンスの活力が地中海の海の男達

を海路への冒険へと駆り立てる。スペインとポルトガルによる大航海時代が始まり、海洋知識、

造船技術、航海能力は飛躍的に向上していった。 

 そのような中で、オスマン・トルコの進出は地中海に迫ってきていた。1453 年、オスマン・

トルコは東ローマ帝国の首都コンスタンチノーブルを陥落させ、1463 年には黒海を制しエーゲ

海に進行、レスポス島を陥落させて地中海を南下していった。キリスト教連合軍はロードス島

の攻防でオスマン・トルコの進行を一時は食い止めるが、やがてキプロス島も陥落する。キリ

スト教連合は、ヴェネツィア、法王庁そしてスペインから派出された海軍部隊をもって神聖同

盟連合艦隊を編制し、オスマン・トルコ艦隊を迎え撃つことになった。ところでこの時、キリ

スト教連合で常備海軍をもっていたのはヴェネツィアだけであった。法王庁もスペインも急ご

しらえの海軍の編成と司令官人事に手間取って出港を遅らせるなどの失態を重ねている。1571

年、ペロポネソス半島のレパント沖でそれまでに類を見なかった大規模な艦隊決戦の幕が切っ

て落とされた。海戦は、神聖同盟の準備したガレアッタ（ガレー船と帆船の中間のような大艦

で多数の砲を搭載）が大活躍をしてオスマン・トルコ艦隊は全滅する。軍事史的に見た場合、

このレパントの海戦は、後の常備艦隊思想、制海論そして艦隊決戦戦術を形作る海軍戦略上の

大きなエポックとなるものであったと位置づけることができよう。 

 
 第２節 シーパワーとシーコントロール 
 
 『海上権力史論』においてマハンは、シーパワーおよびシーコントロール（制海）について

明確にその定義を示してはいない。しかし、シーパワーが、国家が海洋と関わることのできる

                                                      
12  Ｈ･Ｊ･マッキンダー『デモクラシーの理想と現実』曾村保信訳、原書房、1985年、44～46頁。 
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全ての力、すなわち、海運力、造船技術、船員の能力、国家の海洋利用度、海軍といったもの

の総体であり、シーコントロールとは、そのシーパワーを支える海上における排他的な力であ

って、有事において我に有利に海洋を使用し敵の利用を拒むこと、そのような可能性を有する

力、すなわち海軍力を、平時から海洋に現存させておくことである、と理解して間違いないだ

ろう。 
 ポエニ戦争の後、ローマは海軍力によって支えられたシーパワーを地中海に持っていた。し

かし、しだいに地中海はローマの閉鎖海となり、それに伴い海軍力が不在となっていった。つ

まり、ローマによる閉鎖海化によって、地中海には力の真空地帯が生じていったのである。レ

パントの海戦はそのような力の真空地帯において発生した。 
 そのレパントの海戦が、シーコントロールの概念発祥の大きな契機となっているように思わ

れる。レパントの海戦後、歴史は「地中海世界」が終焉し、大航海による航路の発見、そして

「発見＝占有」の時代を背景として、シーパワーは閉鎖海を作るのではなく、権益あるいは領

域の拡大を図るための力へと変貌していった。長く伸びたシーレーンを守ることが海軍力の任

務となっていく。シーレーンを守るための海軍力は、海上にプレゼンスしておかなければなら

ない。そこに「現存艦隊 (Fleet in Being)」の発想が生まれる。海軍力がシーパワーの中核とな

り、シーコントロールが海軍力の目的となっていった。 
 歴史上、初めて真の意味のシーコントロールを為したのは英国海軍であったろう。1588 年、

スペインの無敵艦隊アルマダを壊滅させた英国海軍は、オランダにも勝利して７つの海を支配

するパクス・ブリタニカの時代の形成に貢献する。英国海軍はあらゆる海に展開可能であり、

世界の海に英国のシーパワーが行きわたった。英国の通商路確保のためのシーパワーは、シー

コントロール可能な海軍力によって支えられていた。ローマの地中海におけるシーパワーとの

大きな相違がそこにあった。しかし、英国も国力の疲弊と共に、そのシーコントロールの規模

を縮小していくこととなる。海洋国家の国力はその海軍力に現れるともいえよう。国力の疲弊

はその海軍力も減少させる。 
 さて、マハンのシーパワー論は米国内で反響を呼び、その後、米国のネイヴァリズム（大海

軍主義）の礎となっていった。米国の地球的規模の海軍展開に対して、ソ連もまたその海軍力

を拡張していった。冷戦の時代のシーパワーは、そのような米国とソ連とのパワーゲームの中

にあった。ソ連は、米海軍によるシーコントロールや陸上への兵力の投入を拒否する海軍力 
(Sea Denial Power)の建設を目指し、その結果として海軍史上例を見ないほどの大潜水艦部隊

を作り上げていった。米国にとってソ連の潜水艦部隊は、空母機動部隊の作戦やシーレーン防

衛の大きな脅威となっていた。やがて米国は、すべての自由主義陣営と共に、世界的な対潜水

艦作戦として、SLOC防衛のキャンペーンを繰り広げていくことになる。そして86年、ワトキ
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ンス海軍作戦部長の名で「海洋戦略」13が発表される。「海洋戦略」は、「ソ連海軍を、一層北

へ、一層奥へ、氷海の下にまで追い込む」ことを謳った国家軍事戦略であり、SLOC を防護し

つつ米海軍を紛争地域に進出させるという従来の戦略を一変させ、ソ連領域の波打ち際にまで

ソ連海軍を封じ込めるという極めて攻勢的なものであった。この「海洋戦略」を実現するバッ

クボーンは、15隻展開空母を含む600隻艦隊整備構想と同盟戦略であった。やがてソ連が自壊

して、海のパワーゲームも終わった。米海軍の600隻艦隊は未完成であった。 

 
 第３節 冷戦後の海洋 
 
 冷戦後の現在、世界の海洋は米海軍のシーコントロールの下にあるといって過言ではあるま

い。しかし、今日のシーレーンは、グローバル化経済の発展、国際社会のボーダーレス化の中

でトランスナショナルな世界となっており、シーレーンに対する脅威も多様である。そして、

人類の生存基盤を脅かすような海洋の資源乱獲・環境破壊がある。敵は顕在しないが、多様な

脅威が存在する。海洋は今、そのような状態の中にある。それはあたかも、冷戦の終結による

解氷によって生じた流氷の海のようなものである。米海軍によるシーコントロールだけで、そ

のような海洋を安定化させていくことができるであろうか。その前に、敵なき海洋に米海軍の

プレゼンスを維持させていく目的を何に求めればよいのだろうか。冷戦後、米国において海軍

戦略と呼べるようなものは発表されていない。何を目指すのか、地球的規模でソ連海軍を封じ

込めることを謳った「海洋戦略」のような明快な顔が見えない。 
 「現存艦隊」を維持し続けるには、莫大な経費を必要とする。敵無き海軍は、単なる浪費家

として国力の管理の中で縮小されていくかもしれない。さて、98 会計年度における米国の国防

予算は 2,660 億ドルである。10 年前、冷戦末期の 88 会計年度の国防費はこの約２倍の 5,200

億ドル程もあった。仮に、冷戦がさらに続いていたならば、「海洋戦略」を実行する 600 隻艦

隊は完成していただろうか。当時の米国は双子の赤字に悩む時代にあった。米国の97会計年度

の財政赤字は220億ドルで、92会計年度の2,900億ドルから大幅に改善されている。これがす

なわち「平和の配当」であろう。89年の「マルタ会談」時点での米海軍の保有艦艇は約540隻

であった。現在は約 360 隻である。地球的規模でソ連海軍を封じ込める『海洋戦略』は、沿岸

海域での統合作戦に重点を移す「Forward…From the Sea」に変わった。「ボトムアップレビ

ュー」および 97 年５月の米国防総省による「国防計画の４年見直し (Quadrennial Defense 
Review, QDR)」における米国の戦力構成は、ほぼ同時に生じる２つの大規模戦域戦争 (Major 
Theater War) に対処し得るものとなっている。米国の国益にとって死活的に重要でない海域の

                                                      
13  James D. Watkins, CNO, The Maritime Strategy (Washington D. C.: DoD, 1986). 
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安定を、平時の内から常続的に米海軍に期待することには無理があるのではないだろうか。 
 シーパワーには歴史上幾つかのパラダイムがあったが、海軍力によって支えられていたシー

パワーは安定していた。海軍力の不在はやがて海洋を不安定なものとする。これは歴史からみ

て普遍的である。今日の安全保障環境において、海上防衛力にいかなる意義を持たせ、海洋に

現存させていくのか。それは、人類の生存基盤である海洋の安定を保障するための極めて大き

な問題でもあるのだ。 
 経済活動のグローバル化の中で、あらゆる国が海洋との関わりを深めており、「海洋の安定

化」は、海洋国家のナショナル・インタレストといった概念を超えてグローバル・インタレス

トとなっている。国家の繁栄のためのシーパワー、あるいは自国のシーパワーを維持するため

のシーコントロールを目的とする海軍力、といった従来の概念を超える発想もまた必要となっ

ているのではないだろうか。 
 流氷の海にはナビゲーションシステムが、つまり、海洋を安定的に利用するための、総合的

な海洋管理のシステムが必要である。以後、説明する「オーシャン･ガバナンスと海洋の総合管

理」そして「海洋安定化のためのOPK」は、海洋の安定的利用のための秩序を維持し、海洋の

総合管理に貢献する、新たな安全保障の概念である。 
 
 第３章 オーシャン・ガバナンスとOPK 
 
 第１節 オーシャン･ガバナンスの概念 
 
 国連海洋法条約は、海洋管理の基本的枠組みを作る未来志向型の条約であり、それは、海洋

を「人類の共同財産」とする概念をもとに築き上げられている。1967年の第22国連総会におい

て、マルタ共和国のアービド・パルドー国連大使は、「暗黒の大洋は生命の子宮であった。こ

の海洋に守られて生命は生まれた。我々は、現在でも、自らの肉体の中に、つまりその血液の

中に、涙の塩辛さの中に、遠い過去の印を持ち続けている。陸上における現在の支配者である

人類は、このような過去の道程を逆にたどって深海へと帰りつつある。深海への人類の侵入は、

人類あるいはこの地球上にあるすべての生命そのものの、終焉の始まりを画するものとなるか

もしれない。しかし、それはまた、すべての人々にとって、平和でかつ発展的に繁栄する未来

のために確固たる基礎を築くまたとない機会でもある」と演説し14、国連海洋法条約の締結とそ

のための第３次国連海洋法会議の開催を提唱した。そこには、「地球最後の聖域」ともいえる

海洋を、人類の財産として共同で保全しようとする意思が端的に述べられていた。 

                                                      
14  U. N. Document A／C. 1／PV. 1515, p. 2, para. 7. 
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 第３次国連海洋法会議での審議を経て、国連海洋法条約は82年に採択され、一定の批准国数

を得て94年に発効した。審議の過程において、パルドー大使による崇高な思いとは裏腹に、沿

岸国と伝統的な海洋利用国との間でそれぞれの利害得失をめぐった対立があり、採択までに大

変な紆余曲折はあったものの、国連海洋法条約には、海洋を「人類の共同財産」とする理念が

流れている。その国連海洋法条約の発効によって、海洋に関する法的基本構造は大変革を遂げ

ることとなった。 
 それまでの長い間、海洋は「誰のものでもない」、つまり、無主物であったものが、この国

連海洋法条約によって、海洋は「人類のもの」との思想の上に立つという面を有することとな

ったからである。このことはつまり、排他的経済水域等における沿岸国の主権的権利は、沿岸

国の排他的利益のためだけの権利ではなく、海洋を保全するために人類から委託された権利で

もある、との思想に基づくべきものであることを意味している。ここにおいて、国家を超えた

「人類社会」を構築するという方向性が生まれてくる。「人類の共同財産概念」は、従来の、

「国内社会」と「国際社会」という二元世界から、「国内社会」、「国際社会」そして「人類

社会」という三元世界への変化を意味するからである。「国際社会＝国家間社会」の背後に「人

類社会」が存在するとすれば、国際法は伝統的な適用範囲を越えて、この「人類社会」にも適

用性あるものとなる。ここにおいて、「人類」が国際法の主体として確立され、国連海洋法条

約に基づいて実施する海洋管理は、すなわち、人類の海洋を人類によって管理することを意味

することとなり、国家間における利害調整としての「国際社会」の場では解決の難しかった、

資源・環境や人口・食糧、あるいは難民問題などといった、国境を超えて広範に脅威を及ぼし

地球的規模での対応を迫られるグローバル・イシューを、国境という垣根を取り払った「人類

社会」という場に持ち込んで一挙に解決することの期待を生じさせるのである。 
 「人類の共同財産概念」はまた、国家間の約束事でしかなかった国際法に倫理的側面を加え

るものでもある15。「人類の共同財産概念」に固有の「共有」の精神は、海洋を人類の遺産と見

なし、ある国が一時的な利益のために海洋を利用し尽くして、海洋資源の枯渇や環境の破壊を

まねき、さらには武力紛争をもたらすことを防ぐための、「持続可能な海洋の利用」と「海洋

をめぐる紛争の平和的解決」、そのための「協力の原則」を必然的に導き出し、それらは国連

海洋法条約全体に行き渡っているのである。国連海洋法条約における「協力の原則」は「管理

的権限の共有」を意味し、この条約の「人類社会」への適用と相まって、「海洋の総合的管理

義務」が人類に対して生じることとなったのである。このようにして行われる海洋管理の総体

                                                      
15  エリザベス・Ｍ・ボルゲーゼ「海洋の新しい時代－国連海洋法条約の発効にあたって－」『横

浜市立大学論叢』第 45 巻（1994 年３月）、135～136 頁。ボルゲーゼ博士は、「国連海洋法条約

は、人類の共同財産概念を導入したことにより、倫理的な側面を有することになった」と述べて

いる。 
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を、「オーシャン・ガバナンス」と呼称している16。 
 「海洋の総合管理」のための「オーシャン･ガバナンス」には３本の柱が必要となる。それは、

海洋管理のための「法的枠組み」と「政策的枠組み」、そして実施に移すための「行動計画」

である。「法的枠組み」は国連海洋法条約であり、「政策的枠組み」は『２１世紀への課題（ア

ジェンダ２１）』17の第 17 章であるといえよう。残された「行動計画」を作成することを目的

とし、国連事務総長の呼びかけによって95年に発足したのが IWCO である。 
 
 第２節 海洋安定化のためのOPK 
 
 （１）安全保障の概念の拡大とオーシャン･ガバナンス 
 「国家の安全保障」の用語は、国家として、外部からの武力攻撃や侵略が生じないように備

え、武力攻撃や侵略があった場合にはこれを排除して国家の安全を確保する、といった概念と

して用いられてきた。ここにおいて、脅威の対象は、他国の軍事力であった。 
 冷戦期においては、東西対立構造の中で、米ソ双方の抑止戦略の相互作用、あるいは東西同

盟の間の軍事的均衡によって大規模戦争の発生が回避され、また、米ソの代理戦争とも呼ばれ

た地域における武力紛争には、米ソの直接対決にまでエスカレートすることへの危惧から、大

規模化を抑制するメカニズムが働いていた面があった。 
 明確な敵が消滅した冷戦後の世界において、さまざまな安全保障論議がなされている。大国

間の対立は国際社会において不可避であるとするネオ･リアリストや、民主主義体制の国家間に

戦争は生じないとするリベラリスト、あるいは集団安全保障のメカニズムに多くを期待する人

がいる。そこには各種の論調があるが、冷戦後の国際関係の特徴として、先進国の間では武力

紛争が発生しにくくなっていることは確かなのではないだろうか。国益の追求が政治・外交の

目的としてあって、利益の対象となる資源が有限なものであれば、国際政治に対立は付き物で

あり、そこにおいて国家の安全保障を楽観的に考えるべきではないが、経済開発協力機構 
(OECD) に加盟しているような国々の間では、経済摩擦等の紛争は頻繁に生じたとしても、相

互依存関係の深化の中で、あえて武力紛争に訴えて全ての経済的利益を失うような選択肢は取

り難いはずである。また、仮に武力紛争が発生しそうな事態になった場合にも、紛争当事国と

深い経済関係にあって利益を共有するような国々は、そろって紛争を平和的に解決するような

外交努力を払うだろう。 

                                                      

t r  cti  i

16  「オーシャン・ガバナンスと海洋の総合管理」について詳しくは、前掲『オーシャン・ガバナ

ンスと OPK』参照。 
17  Earth Summit Agenda 21 -The United Na ions Prog amme of A on form R o (June 3-14 , 
1992). 
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 しかし一方、発展途上国においては、特にその国内において、内戦の発生する頻度が増して

いることもまた冷戦後の特徴である。冷戦後に頻発している武力紛争は、冷戦期にみられたよ

うな米ソの代理戦争的な限定的局地紛争とは異なり、その多くが、国内の異なる人種、あるい

は異なる宗教や政治倫理をもつグループの間などで生じており、それが環境破壊や難民といっ

た形で周辺諸国へも大きな影響を与えていく性質をもっている。かかる内紛の原因はそれぞれ

に異なっているが、歴史的に根の深い人種的あるいは宗教や政治的な対立に、開発に伴う資源

不足と環境破壊、爆発的人口増加と食糧不足、領土問題や人口移動といったものが複雑に絡ま

って発生している場合が多い。つまり、開発－資源－環境のバランスが崩れ、それが潜在して

いた紛争要因を顕在化させて平和を損ない、あるいはまた、内紛をより複雑化・長期化させ、

周辺諸国の安全をも脅かすといった図式を見て取ることができる。資源乱獲、環境破壊、人口

増加と食糧不足、難民といった、国境を超えて広範囲に影響を及ぼし、地球的規模での対応を

必要とするグローバル・イシューを、平和と安定を脅かす安全保障上の大きな脅威として認識

しなければならない時代になっているのである。 
 国際的な取り組みによってグローバル・イシューの解決を促進し、持続性ある発展と安全を

保障するための、国連による３つの文書がある。『平和への課題』および『平和への課題・追

補』18、『開発への課題』19そして前述の『２１世紀の課題』である。『平和への課題』とその

追補では、予防外交、平和維持活動さらには紛争解決後の平和構築など、国際の平和と安全を

実現するためのアプローチが示され、『開発への課題』は、発展途上国の経済成長と人類社会

の持続的発展が平和と安定の維持と不可分の関係にあることを指し示し、『２１世紀の課題』

では、開発と密接に関系してくる資源・環境の問題に焦点をあて、環境を保護しつつ限りある

資源を持続的に利用していくために必要となる措置をとるよう国際社会に呼びかけている。

「平和」は単に、他国の軍事力による武力攻撃や侵略を阻止することだけでは維持できない。

３つの文書は、安全保障が、「平和」と密接に関連する「開発」と「資源・環境」に絡むグロ

ーバル・イシューへの対応を含め考えるべきものであることを示唆しているのである。つまり、

安全保障の概念は拡大されてきているのである。 
 グローバル・イシューを解決していくための安全保障上の協力も必要となってくるだろう。 
 さて、国連海洋法条約は、持続可能な海洋の利用、海洋をめぐる紛争の平和的解決、そして

協力の促進という３つの原則をもっており、そこには、「平和」、「開発」そして「資源・環

境」を同一のステージに置き、総合的に海洋を守っていこうとする安全保障の概念が既にある。

オーシャン・ガバナンスのための「行動計画」を策定中の IWCO の活動方針の中に、「国連海

                                                      
l  18  UN Doc., An Agenda for Peace, A/47/277-S/24111 (June 17, 1992); UN Doc., Supp ement

to An Agenda for Peace, A/50/60-S/1 (Jan. 3, 1995). 
19  UN Doc., An Agenda for Development, A/48/935 (May 6, 1994). 
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洋法条約の批准と実施、ならびに『21 世紀の課題』の実施の促進」、および「海洋の平和利用

の発展に貢献し、国連事務総長の『平和への課題』の実施に役立ち得る海洋管理の可能性につ

いての検討」が含まれているのは、その端的な現われである。海洋においては、この様な、国

連海洋法条約に基づく「海洋の総合管理」のための「行動計画」を実施に移すシステムを築く

ことによって安全を確保していくといった考えも必要であろう。OPK は、そのような考え方も

取り入れて提唱しているものなのである20。 
 
 （２）新たな安全保障の概念としてのOPK 
 OPK は、海洋利用の秩序を維持し、武力紛争の発生を予防して海洋の安定的で持続性ある利

用を確保する、つまり、「海洋の安定化」に貢献するための海上における共同行動である。OPK
は、国連の平和維持活動 (PKO) や平和創造活動、あるいは国連決議に基づき実施されている

多国籍軍や地域の共同防衛機構による平和執行活動とは異なるものであり、これら既存の平和

活動の枠組みにとらわれるものではない。例えば、PKO は、紛争当事者間での停戦合意とPKO
受け入れの同意を必要とするが、OPK は別に定められる地域的取り決めなどによって実施され

るものであり、武力紛争発生以前からの対応が可能である。 
 当OPK 研究では、OPK の具体的な活動として、海洋資源・環境の保護のための共同監視活

動を提示しその実施を提唱している。海洋資源・環境の保護のための共同監視活動としての

OPK は、地域の各国から派出された海上防衛力を主体とする艦船あるいは航空機が、国家管轄

水域の枠組みを超えて、つまり、排他的経済水域などの線引きにこだわることなく、海域を横

断して海洋資源の管理と海洋環境の保護のための監視活動を実施するものである。具体的には、

地域的取り決めあるいは合意などに基づき、指定海域内の漁業状況、例えば、いつ、どこで、

どこの国の漁船が何隻操業していたか、などをモニターすると共に、航行船舶による不法投棄、

油汚染などの有無を調査し、併せて海象データ、赤潮発生などの情報を参考として収集すると

いった活動である。この際、密入国や難民、海賊や不審船舶といったものの監視も併せ実施可

能であろう。このような行動は、国家管轄水域を横断してなされること、また国家の主権的権

利の及ばない公海上も対象となるところから、実施の主体は海上防衛力とすることが適当であ

る。なによりも、監視すべき海域は広大であり、各種の装備･兵力そして量が必要である。警察

的任務あるいは軍事的任務といった縦割りの固定観念にとらわれない柔軟な発想が求められる。

また、海上における共同行動には、軍人としての規律と国際的に共通な行動ルールが不可欠で

ある。 

                                                      
20  安全保障概念の変化について詳しくは、高井晉「紛争の未然防止と OPK－海洋の安定的利用

のための新たな活動－」『新防衛論集』第 25 巻第２号（1997 年９月）、32～46 頁。 
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 海洋資源・環境の保護のために行動するOPK は、他国の主権的権利の及ぶ海域で行動すると

ころから、信頼性と透明性が重要であり、隊員の相互乗り込み制度 (Personnel Exchange 
Program, PEP) の適用が必須である。ここにおいて、OPK は、具体的な信頼醸成の実践でも

ある21。隊員が相互に乗り込んだ艦艇や航空機が、平時から常続的に海域を監視することにより、

潜在する諸々の紛争要因を抱える海域における武力紛争の発生を抑制する効果もあるだろう。 
 さて、海上防衛力には、その生い立ち上の性質として、軍事、外交、警察の３つの側面があ

り22、機動性、外交性、そして有事から平時に至る幅広い任務に対応し得る柔軟性を併せ持って

いる。海上防衛力とは別に、海上警察力を保有する国が多いが、そのような国においても、海

上防衛力から治安・警備の任務を除外してはおらず、有事には、海上防衛力に海上警察部隊を

統合運用する権限を与えているのが一般的である。この辺りの考えが最も進んでいるのが米国

であり、米海軍と沿岸警備隊が「統合任務部隊」23を編成して、麻薬、密入国の取り締まりにあ

たっている。 
 海洋における安全保障上の脅威は、冷戦時代のような大国の海軍力だけではない。安全

保障の概念は拡大し、「平和」、「開発」、「資源・環境」という、今日およびこれから

の世紀における安全保障の要ともなる三角関係のバランスを脅かすような海洋資源の乱獲

と環境の破壊、海賊やテロ集団といった国家に帰属しない暴力集団による破壊的で残忍化

していく不法行為など、新たな安全保障上の脅威は、警察的行動と軍事的行動の境界を極

めて曖昧なものとしている。この警察的行動と軍事的行動の際の部分に対応するような行

動が、今後の海上防衛力にとって極めて重要になってくるのである。そのような行動を重

視するということは、シーコントロールや、パワープロジェクションといった軍事的能力

が不必要になったことを意味するものでは決してない。海上防衛力の普遍的目的は、国家

の領域と主権、国民の生命と財産を防衛することにあり、そこにおいて本来的な任務を遂

行し得る能力をおろそかにしてはならない。新たな脅威に対応して海洋を安定化するため

にも、その背景に「力」が必要である。警察的行動と軍事的行動の際の部分において海上

防衛力に役割を与え、洋上にプレゼンスさせることが、安定したシーパワーを維持し得る

ことにも繋がっていくのである。 
 
 第３節 ＯＰＫの意義と位置づけ 

                                                      

i

21  海洋資源･環境の保護に貢献する OPK について詳しくは、秋元一峰「オーシャン・ガバナンス

と OPK」『波涛』第 132 号（1997 年９月）、1～20 頁。 
22  Michael Pugh, Jeremy Ginifer and Eric Grove, Maritime Security and Peacekeep ng 
(Manchester and New York：Manchester University Prss, 1994), pp. 10-12. 
23  米太平洋岸で、米海軍と沿岸警備隊の一部で“Joint Inter-Agency Task Group”を編成し、麻薬

搬入および不法入国を取り締まっている。 
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 ＯＰＫを定義づける場合、その行動の目的、区分される任務、そして安全保障上の位置づけ

の面から説明する必要があるだろう。 
 ＯＰＫは、海洋における持続可能な開発と紛争の平和的解決に資する「海洋の総合管理」に

貢献するための、海上におけるグローバル・イシューに起因する安全保障上の脅威を取り除く

ことを主たる目的とするものである。その任務は、「海洋の安定化」であり、新たな安全保障

の概念に基づく海上防衛力の新たな役割である。新しい概念であるところから、現在の安全保

障の概念の中で定義づけられている用語を適用することは難しいように思われるが、位置づけ

るとするならば、安全保障協力、あるいは協調的安全保障に近いものであろう。そのような考

えから、防衛研究所における国際共同特別研究会では、「オーシャン・ガバナンスとアジア太

平洋地域の海洋安全保障協力」の名称を用いた。しかし、ここにおける安全保障は、国益ある

いは同盟の利益のためではなく、人類存続の基盤という、いわば人類にとってのバイタルイン

タレストを守るための安全保障協力なのである。 
 さて、「海洋の安定化」とは、海上防衛力をもってする安全保障上の任務として、どのレベ

ルに属するものであるのか。その辺りについて説明するには、警察的行動を海軍力の任務とし

て明確に示している英国海軍のドクトリンおよび「安定化」を新たな軍事力の役割として位置

づけている米国の軍事戦略を引用することが適当であろう。 
 図１に示す通り、英国の『海軍ドクトリン』では、海軍力の任務を「Military（軍事的行動）」、

「Constabulary（秩序維持や取極の執行といった警察的行動）」、「Benign（救難等の民生協

力活動）」の３つに区分している。「Military」には、抑止や海上交通保護等の本来的な任務を、

「Constabulary」には、禁輸執行、海上隔離、平和維持活動、海賊対処、海底油田パトロール、

漁業監視、テロ対処など、武力紛争状態ではない事態における行動を、また、「Benign」には、

災害救助、難民救済、捜索･救難、海洋汚染取締、平和構築活動といったものを含ませており、

「Constabulary」と「Benign」の任務を安定化への貢献と位置づけている。OPK は、グロー

バル・イシューへの対応を主たる目的とする、新しい分野に属する任務であるが、英国海軍の

既存の任務区分の中でも、「Constabulary」と「Benign」 
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図１ 英国海軍の任務 
 
                                          軍事的行動 
                                          Military 
                                          ＳＬＯＣ防護、パワープロジェクション等 
 
                        警察的行動 
                        Constabulary 
                        禁輸執行、漁業監視           （安定化任務） 
                              海賊取締 等 
 
   民生協力活動 
   Benign 
     災害救助、海洋汚染取締 
     平和構築活動 等 
 

出展：British Marit me Doctrine, BR1806, D/DNSD8/36 i
(London: United Kingdom Stationery Office, 1997). 

 
 

図２ ポスト冷戦時代における米国の軍事力の役割 
 
 
                 安定の促進                      侵略の阻止 
              Promote Stability               Thwart Aggression 
 
 
       平時の関与           紛争予防         抑止         戦勝機能 
  Peacetime Engagement  Conflict Prevention  Deterrence  Fight and Win  
 

出展：John M. Shalikashvili, 1995 National Military Strategy  
(Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995). 
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の中に同様の行動を見て取ることができる。 
 また図２に示す通り、米国は95年の『国家軍事戦略』において、ポスト冷戦時代の軍事力の

役割として、冷戦時代の抑止や戦勝能力による「侵略の阻止 (Thwart Aggression)」に加えて、

平時の関与や紛争予防措置による「安定の促進 (Promote Stability)」を上げその重要性を強調

している。地域の潜在的紛争要因を武力紛争にエスカレートさせないような予防的な措置が必

要であって、軍事力にもそのような役割を求めているのである。OPK を任務区分している、「海

洋の安定化」の用語は、ここにおける「安定の促進」と同じ意味合いで用いている。 
 重ねて述べることであるが、OPK は、安全保障の概念を、グローバル・イシューへの対応と

いった領域にまで拡大して考えることが必要となっている、との認識に立って提唱しているも

のであって、国益や同盟の利益を守るための安全保障を否定しているのではない。国際社会に

対立は不可避であること、そして人間の持つ暴力性と戦争の本質というものを忘れてはならず、

そこにおいて国家・国民のための安全保障の重要性は不変であるが、国際社会の背景にある「人

類社会」のための安全保障への取り組みもまた必要な時代となっていることを強調しているの

である。この「人類社会」のための安全保障の概念に、これまでの国家と国際社会という二元

構造の安全保障では解決困難であったグローバル・イシューの解決を期待しているのである。 
 
  第４章 海洋の新たな時代における米海軍戦略とＯＰＫ 
 
 第１節 米海軍戦略とＯＰＫ 
 
 ポスト冷戦時代の海洋の安定維持に、米海軍の果たす役割は大きい。現在、世界の海にプレ

ゼンスできるのは米海軍だけである。このアジア太平洋地域においても、海洋の安定に米海軍

の存在は大きく貢献している。96 年３月の中台危機の際に、台湾海峡付近に展開した２隻の米

空母が、その危機の収拾に大きな影響を及ぼしたとの論は多い。かの折りの米空母展開の目的

が、中国の武力行動への牽制であったとしても、危機において示される米海軍の迅速な行動は、

地域の安定化への米国のコミットメントの現われであろう。我が国周辺地域の平和と安定の確

保も含めた日米安全保障体制がこの地域の安定に果たす意義は大きいし、我が国防衛の基軸と

なるものであることに疑いの余地はない。 
 そのような認識から、OPK のような発想は米海軍の戦略と相容れないものではないか、そう

であるならば、OPK は米海軍の展開を阻害し、ひいては日米安保と地域の安定を損なうことに

なるのではないか、との危惧が生じることも考えられる。 
 しかし、OPK は、「海洋の総合管理」に貢献することを目的とする地域協力であり、日米安

保の目的とは異なる次元のものである。米国は国連海洋法条約を批准していないとはいえ、「海
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洋の総合管理」の趣旨である、海洋の持続性ある利用と紛争の平和的解決は、米国にとっても、

他の国々と共有するバイタルインタレストであるはずだ。米国自身、カナダやラテンアメリカ

諸国との間で、海洋利用をめぐる意見の対立がある。国外からの麻薬搬入や不法入国に悩まさ

れ、前述したように、海軍と沿岸警備隊による「統合任務部隊」を編成してこれらに対処して

いる。海上における「Constabulary」、「Benign」の任務の重要性は米国の方がより認識して

いるのではないか。「海洋の総合管理」の発想は米国にとっても必要であり、そのために、米

国も IWCO にメンバーを送っているし、第４回 IWCO 総会（97年6月）をロードアイランド

に招致しホスト国にもなった。ちなみに、IWCO の作成している「行動計画」の中の、海上防

衛力の平和利用に関する「海洋の平和と安全保障の促進」部会の担当は、米国代表である。 
 とはいえ、OPK は予防的展開を基本とする多国間の共同行動である。仮に、米海軍が参加し

ない場合には、地域の海洋に米海軍抜きの多国籍部隊がプレゼンスすることになる。それは、

OPK のような行動の重要性の認識とは別次元の問題であって、米国としては受け入れ難いもの

があるだろう。日米安保を防衛の基軸とする我が国としても、米海軍抜きのOPK は提唱すべき

ではないだろう。OPK の実施には、米海軍の参加を前提とすべき面がある。 
 
 第２節 米海軍のプレゼンスと展開 
 
 さて、「海洋の安定化」と米海軍戦略の基本、つまり、OPK と米海軍戦略は共存し得るもの

であるのかについては、これからのOPK 研究における重要なテーマの一つであるが、ここでは

次の２点を考慮にいれて、将来の米海軍の戦略を展望しておきたい。それは、 
 
 ○ 米海軍による地域へのコミットメントの戦略的選択 
 ○ 一部の発展途上の沿岸国にみられる「海洋の分割化」への動き 
 
である。米軍の兵力・資源は有限であり、地域への兵力の派出には限界がある。つまりのとこ

ろ、国益という面から判断して、米国にとって死活的に重要でない地域への関与には消極的と

ならざるを得ないであろう。米軍の戦力は、２つの大規模戦域戦争 (Major Theater War, MTR) 
に対処し得るものとして構成されている24。現在の米海軍の保有艦艇は、前述したように約360

隻である。世界的規模でソ連海軍を封じ込めるための艦艇は 600 隻であった。２つの MTR に

重点指向すれば、他の海域でのシーレーン防衛といったものへの兵力の派出は選択的とならざ

るを得ないだろう。平時における地域海洋の安定化についても、米海軍の関与のありかたにつ

                                                      
24  Les Aspin, Secretary of Defense, Report on The Bottom up Review (Washington D.C.: U.S. 
Government Printing Office, October 1993), p30. 
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いての、戦略的な判断に基づく方針の選択が必要となってくるはずである。米国の「国防委員

会」25は、97 年 12 月に国防長官に答申した『国防の変換－２１世紀の国家安全保障 
(Transforming Defense - National Security in the 21st Century)』26において、米軍の本土防

衛の役割は現在よりもはるかに重要なものになることを指摘した上で、「将来求められる任務

の内最大のものは地域の安定を維持することである。そのために、外交、経済および軍事の諸

活動の統合はもとより、外交努力を通じた地域的なパートナーおよび同盟国との十分な相互作

用も必要となってくる」と述べ、「（地域安定化のために、米国と同盟関係を結んでいない大

国に）協力形態の具体化に向けて取り組むよう奨励しているが、その一方で、冷戦時代の大き

な力であった同盟国との結合を維持しなければならない。将来の軍事同盟あるいは軍事的な連

携が成功するか否かは、「分業」を越えた平時の協力の程度に左右される」27として、地域安定

化のための地域協力と、それに対する米国のコミットの在り方についての検討の必要性を提唱

している。OPK は、その回答にもなるのではないだろうか。また、我が国がOPK のような行

動のイニシアティブをとることがすなわち、この地域の海洋における米海軍のコミットメント

を担保するためのバーゲニングパワーともなり得るのではないかと思われるのである。 
 さて、IWCO や IOI が「海洋の総合管理」を提唱する背景には、発展途上の沿岸国による「海

洋の分割化」への動きに対する警戒感といったものもある。資源・エネルギーの需要が増大す

るにつれ、海洋の生物・非生物資源の取得・開発合戦に拍車が掛かってきており、一部の国で

海洋資源獲得をめぐってナショナリズムが高揚する面も見受けられ、これが将来、発展途上の

沿岸国の間で、自国の管轄水域内における資源の独占的利用を強固に主張する動きにつながる

ことへの危惧である28。豊富な資源を有する、あるいは重要な航路帯にあたる海域を管轄する沿

岸国が、その管轄水域の排他的色彩を強めれば、それはまさに「海洋の分割化」と呼べる現象

である。「海洋の分割化」は海軍活動に制約を加えるものともなる。沿岸国が環境保全や安全

の確保を理由にして、自国の管轄水域での他国の艦艇等の行動に著しい制限を加えることも考

                                                      

ti c it t
25  「National Defense Panel」。将来の米国防戦略や軍の近代化計画に関する独立評価機関。 
26  Transforming Defense - Na onal Se ur y in the 21st Century, Report of the Na ional 
Defense Panel, (December. 1997). 1997 年 12 月１日、コーエン国防長官に対して同上国防委員会

が提出したもの。2010～2020 年の期間を対象として、将来の作戦環境に対応するための戦略、戦

力構成、近代化計画等を包括的に提言している。 
27  「米国防委員会の２１世紀の国家安全保障に関する報告書」『世界週報』1998 年２月 24 日号、

66～71 頁から抜粋。 
28  96 年にカナダのハリファックスで開催された海洋シンポジウム「２１世紀に向かっての多国間

海軍協力と外交」において、国家管轄水域での沿岸国の権利と義務の履行が大きなテーマの一つ

となり、米国代表から、沿岸国による主権的権利の主張が強固になり、国家管轄水域が排他的色

彩を強めることによる弊害が述べられていた。また、97 年の「アジア太平洋シーレーン研究国際

会議」では、国連海洋法条約に絡むシーレーンの問題を担当した韓国代表から、沿岸国が国家管

轄水域で権利を拡大解釈することが危惧されるとの発言があった。 
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えられるからである。自国の排他的経済水域での海軍演習の禁止を主張したブラジル留保案や、

インドネシアの主張する群島水域内での航行の制限等もその現われとみることができよう。 
 第２章で触れたように、シーパワーは海上防衛力によって支えられて安定する。「海洋の分

割化」が進めば、シーパワーは分断され、シーレーンの安全の保障もおぼつかないものとなる。

米海軍のシーコントロール能力も著しく制限されるだろう。国際協力によって海洋を総合的に

管理していこうとの主張の重要性はここにもある。「海洋の総合管理」の発想には米国も異論

はないはずである。他国の国家管轄水域を横断して米海軍部隊を展開行動させるにはそれなり

の理由が必要となってくるのである。「海洋の総合管理」に貢献するOPK は、地域海洋に米海

軍をプレゼンスさせるための新たな意義を提供するだろう。 
 
 第３節 米海軍戦略と海洋安全保障協力 
 
 さて、中央アジアの豊かな地下資源への思惑から、ユーラシア地政学が脚光を浴び始めた 97

年９月、米国の働きかけにより、国連平和維持活動 (PKO) を想定した合同軍事演習が、米国、

ロシア、それに舞台となった中央アジアの国々を含む８カ国で実施された。明けて98年１月に

は、米国、トルコ、イスラエル、それにヨルダンを加えた合同海軍演習が地中海で実施されて

いる。本合同海軍演習のシナリオは捜索・救難であり、演習の実施を非難するアラブ諸国に対

しては、「信頼醸成措置であり、敵を想定しての軍事演習ではない」とかわしている29。冷戦時

代では考えられなかったこのような合同軍事演習は、米国による中央アジアへの影響力の確立

といった思惑を背景としたものかもしれないが、平和活動をシナリオとした地域多国間の信頼

醸成のための演習は、今日多くの地域で平時に軍事力を展開させる際の、唯一正当な理由とな

り得るものでもあろう。 
 北東アジアにおいては、97年10月から始まった、江沢民国家主席の米国訪問、橋本首相のロ

シア訪問、エリツィン大統領の中国訪問によって実現したそれぞれの首脳会談を経て、日米中

露の４カ国の間における安全保障の枠組み作りや、共同行動・演習の実施がにわかに現実味を

帯びてきている30。しかしながら、この場合においても具体的な施策については言及されていな

い。OPK は具体的な信頼醸成措置ともなり、予防外交の手段となり得るものでもある。OPK

                                                      
29  『産経新聞』1998 年１月５日（朝刊）。 
30  例えば、98 年１月 21 日、来日中のコーエン米国防長官が、「将来いずれかの時期に日米中露

の４カ国による共同行動か共同演習を計画することもあり得ると思う」と語り（『産経新聞』1998
年１月 21 日（夕刊））、また 98 年１月にロシアを訪問した秋山防衛事務次官とセルゲーエフ国

防相の間で、北東アジアにおける安全保障の枠組みについて、日本とロシアが米国と中国と共に

４カ国の政府レベルで検討を開始することで合意している（『産経新聞』1998 年 1 月 27 日（夕

刊））。 
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を北東アジアにおける多国間海上演習のシナリオとして取り上げることもできるはずである。

OPK を海上共同演習のシナリオとすること、あるいは実任務としての実施を提案していくこと

は、日米中露の４カ国の間における安全保障の枠組み作りにおいて、我が国がイニシアティブ

をとり得ることにもなる。 
 資源・環境の保護といったグローバル・イシューを安全保障上の関心事項としてとらえるべ

き時代においては、「国内社会と国際社会」による二元世界における「国益」という概念と、

そこに「人類社会」を加えた三元世界における「人類益」とでも呼べるような人類共通のバイ

タル・インタレストとの間には、表裏一体不可分の関係が生まれるのではないだろうか。人類

全体の生存の基盤を危うくするような国益の追求は不可能であろうし、国益に関系のないとこ

ろで人類生存の基盤の維持といった「人類益」への貢献を求めることは容易でないだろう。地

域多国間の共同演習が、たとえ国益を背景として実施されたものであったとしても、OPK のよ

うなシナリオであれば、結果的には「人類益」につながるものとなるのである。逆に言えば、

「人類益」を表に出さなければ国益の追求は難しい。そのような時代になっている。 
 
 おわりに 
 
 歴史上、海軍力に支えられてシーパワーは安定し、安定したシーパワーのもとで海洋秩序は

保たれてきた。今、海運の世界は想像をはるかに超える程のボーダーレス化が進み、さらには

資源を求めて海洋への依存度が加速度的に増大する中で、あらゆる国が海洋との関わりを深め

ている。ここにおいて、海洋の安全保障には、「国家の繁栄を約束するシーパワーと、それを

支える海軍力」という通念を、ルネサンス的な意識改革によって飛び越え、新たな概念を作り

上げることが必要となっている。IWCO や IOI が提唱する「海洋の総合管理」は、海洋の安定

的で持続性ある利用を確保するための、海洋を共有する人類社会による海洋管理の在り方の指

針である。「海洋の総合管理」には、海洋利用の国際秩序とそれを維持する制度が必要であり、

そこにおいて海上防衛力がなし得る一定の貢献がある。かって、IWCO 副会長であるカナダの

エリザベス・Ｍ・ボルゲーゼ博士は、防衛研究所を訪れた際に、「国連海洋法条約と海軍は離

婚した状態にある。健全な海軍力による貢献なくして海洋の平和はあり得ない」とし、海上防

衛力が海洋の安定に不可欠の役割を果たすべきであるとの見解を示した。OPK が、海洋の安定

に不可欠の役割を担うものとして支持されるならば、２１世紀においてなお人類が生存し繁栄

していくための総合的な安全保障の提言である「海洋の総合管理」は、より現実的なものとな

るだろう。 
 「時代は、新たな思考、共に努力すること、そして危機を克服する方法を創出することを求

めている。冷戦終結時に出現した異なる世界が依然として理解されていないからである。今日
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の様変わりした紛争は、われわれが知覚的で適応的で創造的で勇敢であること、そして紛争の

直接的原因と根本的原因に同時に対処することを要求している。おそらく、とりわけ協力と真

の多国間主義に対する、人類がこれまで達成した以上に深いコミットメントを必要としている

のである」。ブトロス・ガーリ前国連事務総長の『平和への課題･追補』における結言である31。 

 
l r31  Supp ement to An Agenda fo  Peace, op.cit., para. 103． 


