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1  このNATOの変質については、North Atlantic Treaty Organization, Facts and Figures (NATO Information
Service, 1984), p. 22 と、North Atlantic Treaty Organization, Facts and Figures (NATO Information Service,
1989), p. 13 に盛られた条約の意義付けを対照。

米欧安全保障関係の展開

―冷戦後の軍事ミッションを巡る米欧の角逐を中心に―

金　子　　　讓

はじめに

　冷戦の終焉に伴い、ヨーロッパの安全保障環境は大きく変化した。ワルシャワ条約機構の消

滅、また、それに続くソ連邦の解体は、明確な敵が存在しない新たな状況を生み出すとともに、

ロシアをも含むヨーロッパ全体の秩序を担う「主体」の創造を必要とした。そして、これにい

ち早く呼応し、その主体となるべく努力を開始したのが北大西洋条約機構 (North Atlantic

Treaty Organization: NATO) であった。

　既に 1989年末、冷戦の終結をうたい上げた米ソ・マルタ・サミットと相前後して、NATO

はその存立基盤である北大西洋条約の意義を、従前の「軍事同盟の枠組み (framework for a

military alliance) 」から「国際同盟のための政治枠組み (political framework for an international

alliance) 」へと改めた1。そして、このようなヨーロッパ全体の安全保障機構への発展を期す

試みに沿って、90年７月にはかつての敵国の代表をNATO本部へ招請するとともに、恒常的

な外交官連絡制度を新設することを呼びかけた。こうしてNATOは91年３月にチェコのハ

ヴェル (Vaclav Havel) 大統領を最初の訪問者としてブリュッセルに迎えることになる。またさ

らに、91年11月の首脳会議では「平和と協力に関するローマ宣言」を採択し、これら諸国と

の政治・外交面での協力関係の増進を目的とする北大西洋協力理事会 (North Atlantic

Cooperation Council: NACC) の設立を決定した。その結果、こうした一連の措置を通じ、

NATOは新たな時代に向けた第一歩を踏み出すことになったのである。

　これと併行して、NATOは新たな環境への適応を目指し、冷戦期に構築された強固な軍事態

勢や戦略の変更にも着手してゆく。冷戦の時代、東側からの攻撃を可能な限り前方で食い止め

ることを企図して、当時の西独の東部国境線に沿って敷かれた前方防衛態勢は、東側同盟の崩

『防衛研究所紀要』第３巻第１号（2000年６月）、42～ 64頁。
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壊に伴う駐留ソ連軍の同地域からの撤退や、90年10月のドイツ統一によって、さらには、５

種類の攻撃用通常戦力（戦車、装甲戦闘車輌、火砲、戦闘機、戦闘ヘリコプターを指す2）の

低水準均衡を達成した90年11月の欧州通常戦力 (Conventional Armed Forces in Europe: CFE)

条約の調印によって、その意義を失った。また、91年５月に開催された国防相会議では、CFE

条約の成果を始めとする軍縮の進展にかんがみ、司令部機能を簡素化する方針が確認されると

ともに、新たに３種類の戦力へと再編する計画が公表された。これまで前方防衛態勢を支える

統合軍事機構のかなめとして、欧州連合軍最高司令官の指揮下に各国が西独領内に展開してき

た独自の軍団は、各国が供出する師団を単位とした多国籍軍団へと改編され、こうして誕生す

る主力防衛部隊 (main defence force) については分散して配備されることとなった。また、冷

戦後に頻発し始めた地域・民族紛争といったNATO防衛範囲の域外 (out-of-area) での事態に

対処するための即応部隊 (reaction force) の創設が決定され、これとともに規模こそ明示され

なかったものの、主として緊急時に米国本土から派遣される増援部隊 (augmentation force) の

設置が定められたのである。

　ところで、主力防衛部隊となる多国籍軍団については、冷戦期に２個軍団（第５軍団と第７

軍団）を擁し、30万人を超える駐留兵力を維持してきた米国が、第７軍団の湾岸戦争への派遣

と爾後の解団に伴い、10万人態勢へと移行するとともに、従来、米国陸軍がその戦闘単位と見

なし重視してきた独自の軍団をドイツとの多国籍軍団へと改編したことが重要であった。なぜ

なら、CFE条約の成果と相まって、このようにNATO防衛の主力となるべき米軍が自らの態

勢を変更したことは、冷戦後のNATOの変質、端的には、ヨーロッパにおける大規模紛争を想

定していないとの軍事的意思を、ロシアに伝える有効な手立てとなったからである。

　さらに、こうした時代の流れを受けて、NATOは91年11月にローマで開催した首脳会議に

おいて新たな戦略概念を採択し、67年12月の公式採用以来、西欧防衛の根幹を形成してきた

柔軟反応戦略を修正 (modify) する意向を明示した。確かに、この会議でNATOは柔軟反応戦

略の重要な構成要素である核の先行使用 (first use) を放棄しなかった。その意味で、核を介し

た米欧の安全保障の紐帯は保たれたように思われた。だが反面、柔軟反応戦略の修正は、NATO

が恒常的に抱えてきた通常戦力面での劣勢を米国の核抑止力で補完することによって、結果的

には西欧側の対米依存を生み出すことになってきた構図が、明確な敵の消滅や警戒時間の大幅

な伸長に伴い、緩和あるいは解消の方向を指し示すことを暗示していた。

2  これらを規制対象兵器（Treaty-Limited Equipment : TLE）と呼ぶ。
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　このように、ヨーロッパ諸国にとって、米国の核への依存が軽減される環境の出現は、安全

保障分野においても米国との距離を置いた主体性（アイデンティティ）を発揮する機会が拓か

れたことを意味した。このNATO首脳会談直後の91年12月、マーストリヒトで開催された欧

州共同体 (European Community: EC) 首脳会議が、ヨーロッパの統合を目指して欧州連合

(European Union: EU) の創設に合意するとともに、共通の外交・安保政策 (Common Foreign

and Security Policy: CFSP) を前面に掲げながら、ヨーロッパ独自の安保防衛機構である西欧

同盟 (Western European Union: WEU) との結節の強化をうたったことが、こうした戦略環境

の変化を雄弁に物語っていた3。

　他方、冷戦後の世界の中で、警察官としての役割を独力で担うことこそ放棄したものの、依

然、世界のリーダーとして秩序作りを先導する米国にとっては、ヨーロッパの政治に関与し続

けるための手立てを残しておくことが重要であった。それ故、安全保障面でのヨーロッパの役

割の強化は、「（NATOの枠内での）ヨーロッパ諸国の安保・防衛面での主体性 (European

Security and Defence Identity: ESDI) 」の発揮でなければならなかった4。また、明確な敵の

消失によって変質を余儀なくされたNATOを介し、米国がその盟主としてヨーロッパを主導す

るのであれば、国連憲章第51条に規定される個別・集団自衛権とは別の新たな役割をこの同

盟に付与しなければならなかった。

　そして、CFSPとESDIを巡って米欧間に生じた微妙な温度差を、徐々に表面化させた争点

が、大量破壊兵器の拡散や地域・民族紛争の頻発など、NATOの防衛範囲の外側で進行し始め

た問題への対処の在り方であった。既にボスニア紛争の勃発に際し、NATOは全欧安保協力会

議 (Conference on Security and Co-operation in Europe: CSCE) の責任の名の下に、国連安全保

障理事会の権威の下に遂行される活動への軍事的支援を表明していた。その結果、国連安全保

障理事会から授権されたNATOは、94年２月のサラエボ市場爆破事件を契機に、平和の回復

を目指した域外への軍事介入を開始したのである。だが、北大西洋条約を改訂することなく、

既存の同盟の役割の拡大を目指す米国の姿勢に対し、ヨーロッパの同盟諸国は徐々に戸惑いを

3  この会議がEUのCFSP諸原則に同意するとともに、特に、安全保障分野にかかわる行動の枠組みを
WEUに要請したことに呼応して、WEUは、ヨーロッパ独自の安全と防衛に主体的に関与するために、
漸次EUの一部としての役割を強化する一方、この努力をNATO内部での貢献に一致させる旨、表明し
た。このWEU声明については、Declaration of the Member States of Western European Union which are also
members of the European Union on the role of WEU and its relations with the European Union and with the Atlantic
Alliance を参照。
4  ESDIは、93年11月にマーストリヒト条約が発効した直後の93年12月に開催された北大西洋理事会
のコミュニケにおいて、NATOとWEUの相互補完関係 (complementarity) の重要性を確認する文脈の中
で初めて公式に登場した言葉である。NATO、つまり、その盟主である米国は、経費や人的資源の面か
らは、ヨーロッパ諸国がEUを軸とした独自の安保外交政策を進めることを歓迎する一方で、こうした
ヨーロッパ諸国の動きをNATOの枠組みの中にとどめ置こうと企図したのである。Final Communiqué of
the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, 2 December 1993 (M-NAC-2(93)70) を参照。
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感じ始めていた。自国防衛ならばいざ知らず、こうした軍事力の行使となれば、湾岸戦争の事

例を顧みるまでもなく、充分な戦力を持たないヨーロッパが米国の後塵を拝することは明らか

であったし、あるいは、NATOを世界の警察官に準え、その指導者として機能の強化を図ろう

とする米国に対し、この種の軍事作戦が自らの国力や国益を逸脱してゆくことに危惧を抱き始

めていたからである。

　このような状況を背景に、98年12月、英仏首脳はEUの中にヨーロッパ独自の軍事作戦を

行うための緊急展開軍を創設する意向を表明した。ヨーロッパ統合が深化してゆく過程で、経

済統合が政治統合へと発展し、さらに、これが軍事面での統合に繋がることはある意味で理に

かなっていた。だが、これとともに忘れてならないのは、こうした内的発展を可能とする外的

条件が整ったことにある。

　その最大の要因は、ヨーロッパの軍事的安定の促進、つまり、国家の安全や独立を確保する

ために、米国の力に依存せざるを得ない危険な戦略状況がさらに遠のいたことである。深刻な

軍事衝突が起こるとすれば、ロシアがその一方の当事者となることは当然予想される。ところ

が、そのロシアが、かつての同盟国であるポーランドやハンガリーやチェコがNATOに加盟す

るといった戦略環境の大幅な変更によって、不利な局面に立たされる危険が生じたにもかかわ

らず、また、こうしてそれ自体が既に時代遅れとなったにもかかわらず、当時の東西両同盟に

加盟する22カ国が 90年11月に合意したCFE条約の「精神」を遵守することを明らかにし、

99年11月にはその改訂に合意したからである。

　そこでまず、本稿は、冷戦後の軍事ミッションをめぐる米欧の角逐が生まれる背景となった

ヨーロッパの軍事面安定をもたらした99年11月のCFE条約・適合合意から説き起こすこと

にしよう。

　１　CFE条約・適合合意の意義

　（１）　CFE条約の成果

　CSCEの枠組みの下に、アルバニアを除くヨーロッパ33カ国と米・加の都合35カ国がストッ

クホルムに集い、1984年１月から開始された欧州軍縮会議 (Conference on Confidence-and

Security-Building Measures and Disarmament in Europe: CDE) は、86年９月、ヨーロッパの

平和と安定に向けた大きな成果を挙げて閉幕した。この会議は、第一に、79年末のソ連軍によ

るアフガン侵攻事件や、NATOが83年末からソ連に対抗して配備を開始した中距離核戦力

(Intermediate-Range Nuclear Forces: INF) 問題が引き金となって、東西が緊張の度を増した

80年代に入って最初の軍備管理交渉としての成果を挙げた点が重要であった。また、第二の特

徴は、75年８月のヘルシンキ協定で合意された信頼醸成措置 (Confidence Building Measures:
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CBM) を（現地）査察を伴う厳密なものへと精緻化することによって、爾後に予定された通常

戦力をめぐる軍縮の推進に確固とした地歩を築いたことである。そしてさらには、INF問題を

含む米ソ間の核軍備管理・軍縮交渉に弾みをつけたことなど、その成果を通じ、ヨーロッパの

安全と安定に歴史的な転機を画すことになったのである。

　そして、こうした具体的な成果と時代の雰囲気を受けて、87年２月、CSCEを母体に、東西

の同盟に加盟する23カ国は、ヨーロッパに展開する通常戦力の低水準均衡を目指す非公式協

議を開始した。その結果、交渉の形態や地域割り、削減対象兵器に関する大まかな合意が出来

上がった89年３月、ウィ－ンで本交渉が始まった。この段階で東西双方の提案にはなお開き

が残ったが、交渉が短期のうちに決着を見るのは明らかであった。

　既にこの交渉開始の時点において、ソ連のゴルバチョフ (Mikhail Gorbachev) 書記長はヨー

ロッパ戦域における通常戦力の不均衡、つまり、東側の数的優位を認め、その是正に前向きな

姿勢を示していた。ソ連を始め東側にとっては重い軍事負担が国内経済発展の足枷となってい

た。また、いずれ東西の技術較差が装備面での数的優位を覆し、東側を劣勢に追い込む恐れも

あった。同様に、西側諸国も国防費の捻出や若年人口の減少に伴う徴兵制度の維持に困難を抱

えていた。加えて、87年12月の米ソINF全廃合意が、再び通常戦力の数的不均衡問題を惹起

したものの、この合意が齎らしたデタント・ム－ドの支配する中で、戦力強化の決断を政治に

望むことも難しかった。このように思惑の差こそあれ、欧州に位置するすべての国が軍縮の達

成に期待をかけていた。そして、この交渉開始に先立つ２月初旬、中部欧州相互均衡兵力削減

(Mutual and Balanced Force Reduction in Europe: MBFR) 交渉はその役割を終了したのであ

る。

　90年11月、交渉開始から２年を経ずしてCFE条約が調印された5。削減の対象となったの

は、戦車、装甲戦闘車輌、火砲、戦闘機、戦闘ヘリコプタ－の５種類の攻撃兵器であり、これ

にそれぞれ厳密な定義が加えられ、機種の特定がなされた後、「大西洋からウラルまで (From

the Atlantic to the Urals) 」の地域（ATTUゾ－ンと呼ぶ）における配備総数を、各々、40,000

輛、60,000輛、40,000門、13,600機、4,000機と制限することが定められた（その半数がそれ

ぞれの同盟に割り当てられた）。また、条約発効後40カ月のうちに、３段階に分けて実施され

る削減を完了することが合意されるとともに、戦車と装甲戦闘車輌と火砲についてはその集中

配備が齎らす奇襲や大規模攻撃の危険を回避するために、配備地域を東西それぞれ４層（相互

に重複する３地域と外縁部 (flank zone) ）に分割し、地域毎の配備上限が設けられた（第１表

5  この条約の正式名称はTreaty on Conventional Armed Forces in Europe であるが、これに８つの関連議定
書と３つの政治宣言が付加された。また同時に、締約国は「22カ国共同宣言（いわゆる、不戦宣言）」を
発し、戦後ヨーロッパの分断・対立の時代の終えんと新たなパートナーシップの時代の到来を確認した。
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を参照）。

　なお、分割された各地域毎の戦力配分については同盟内部の調整に委ねるとして、一国の保

有上限をおおむね全体の３分の１以下と規定する以外、特別の条件を設けなかった。さらに、

交渉の簡素化と迅速化を図るため、兵員については兵器が削減されれば当然に削減されるとの

第１表　CFE条約によって各同盟に割り当てられたTLEの上限

　　　　　　　　　　　  戦車 装甲戦闘車輌 火砲 戦闘機 戦闘ヘリコプター
ATTUゾーン 20,000 30,000 20,000 6,800 2,000
(active) 16,500 27,300 17,000
第１地域 7,500 11,250 5,000
第２地域 10,300 19,260 9,100
第３地域 15,300 24,100 14,000
(active) 11,800 21,400 11,000
外縁部 4,700 5,900 6,000
(temporary) +459 +723 +420

・CFE条約では、ATTUゾーン、第１地域、第２地域、第３地域、及び、外縁部といった
呼称は用いられておらず、国名、島嶼名、軍管区名等、該当する地理的範囲が具体的に記
されている。（デンマークについてはフェロー諸島、ポルトガルについてはアゾレス諸島お
よびマデイラ諸島、スペインについてはカナリア諸島、英国については北アイルランド、が
含まれる。）
・第１地域には、ベルギー、チェコスロバキア、ドイツ、ハンガリー、ルクセンブルク、オ
ランダ、ポーランド、が含まれる。
・第２地域には、第１地域に加え、デンマーク、フランス、イタリア、英国、ソ連のバル
ティック、白ロシア、カルパチア、キエフの各軍管区、が含まれる。
・第３地域には、第２地域に加え、スペイン、ポルトガル、ソ連のモスクワ、ウラル・ボル
ガの各軍管区、が含まれる。
・外縁部には、ブルガリア、ギリシア、アイスランド、ノルウェー、ルーマニア、トルコ
（地域を限定）、ソ連のレニングラード、オデッサ、トランスコーカサス、北コーカサスの各
軍管区、が含まれる。
・active とは実戦配備を許されるTLEの上限を、また、temporary とは、あらかじめ設定
された上限を超えて一時的に実戦配備を許されるTLEの上限数を指す。

前提に立って、条約はこれに触れなかった。また、安定化を促進するために、貯蔵兵器、戦車

橋、準軍事組織にかかわる規制が設けられた。

　加えて、この条約には各国が保有する戦力に関する詳細なデ－タ交換手続きが盛り込まれた。

すなわち、条約に基く議定書の中で、規制対象兵器の保有数に関し、地上軍の場合は旅団・連

隊レベル（独立した場合には大隊レベル）で、一部規制対象となった空軍については航空団・

航空連隊レベル（独立した場合には航空中隊レベル）で、それぞれ毎年通告を行うことが義務

付けられ、兵器や装備の展開計画についても同様の通告義務が課されたのである。そして、こ

（但し、１国に 1/3以内）
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れを基に、CSCEの公用語（査察を実施する側が選択する）を用いて実施される査察の受け入

れ（恒常的な基地機能を果たす宣言サイトに対する一般査察、65平方キロメートルの地域に

限定される特定地域に対するチャレンジ査察（拒否することが可能）、航空機やヘリコプター

の使用目的変更に伴う査察、兵器削減状況に対する査察など）を含む、詳細な検証規則が定め

られた 。また、これに付随して、条約履行の円滑化を図るための会議招集手続きが定められ

たほか、時を同じくしてCSCE首脳会議が採択したパリ憲章 (Charter of Paris for a New

Europe) において、事務局 (CSCE Secretariat) をプラハに、紛争防止センタ－ (Conflict

Prevention Centre) をウィーンに、条約の成果を民主主義の原則にのっとり遵守してゆくため

の自由選挙事務局 (Office for Free Elections) （92年にOffice for Democratic Institutions and

Human Rights と改称）をワルシャワに、それぞれ設置することが合意されたのである。

　こうしてヨーロッパの緊張緩和を目指して東西が合意したCFE条約は、92年７月に暫定発

効した。また、同条約調印後に別途進められた兵員の上限を定める協定 (CFE－１A) も同じ

日に纏まり、両者は11月に正式に発効した。

　（２）　外縁部問題の発生

　ところが、この頃までにヨーロッパの戦略環境は一変していた。90年５月にはNATO軍事

委員会が、条約の一方の当事者となるべきワルシャワ条約機構からの脅威が消滅した旨、声明

を出していた。ヨーロッパはデタントを超え、「敵」の存在しない協調の時代を迎えていた。ま

た、91年12月にはソ連が崩壊し、これに伴いかつての構成諸国が独立したために、92年５月

にはCFE条約によってソ連に割り当てられた戦力保有枠を再配分するための協議が旧ソ連構

成諸国間で行われた。その結果、ロシアに与えられた保有上限は、ソ連のおよそ半数へと縮小

することになった6。こうした面でも東西の同盟の存在を前提に構築されたCFE条約の枠組み

は、実情にそぐわなくなっていた。

　折しも、95年11月、条約の完了期限（発効から40カ月）を目前に控え、ロシアから外縁部

（レニングラード軍管区と北コーカサス軍管区を併せた地域）において、条約の履行が困難に

なった旨、伝達された。問題は、同地域での保有上限が設定されていた戦車（1,300輌）、装甲

戦闘車輌（1,380輌）、火砲（1,680門）のうち、特に、この枠を大きく上回っていた装甲戦闘

車輌の削減が進まないことによって引き起こされた。当時のロシアの自動車化狙撃師団が保有

する装甲戦闘車輌数は637輌、戦車師団のそれは402輌と伝えられており、グラチェフ (Pavel

6  ソ連に与えられた戦車、装甲戦闘車輌、火砲、戦闘機、戦闘ヘリコプタ－の上限は、13,150輛、20,000
輛、13,175門、5,150機、1,500機 であったが、92年５月にタシュケントで開催された関係共和国協議
の合意に基づき、ロシアの保有上限は、6,400輛、11,480輛、6,415門、3,450機、890 機に変更された。
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Grachev) 国防相を始め、軍部はこの枠内では有効な作戦展開がおぼつかないことを理由に掲

げ、早い段階から条約の改訂を訴えていた7。そして、そこに94年末に勃発したチェチェン紛

争という同条約が想定しない新たな要因が加わったために、厄介な局面が生み出されたのであ

る。

　このような状況の下で、ロシアの条約不履行を声高に非難することは関係各国にとって得策

でなかった。なぜなら、その結果、ロシアが同条約第19条を盾に150日の周知期間を置いて

離脱することになれば、ようやく手にした軍事的安定をほごにし、再びヨーロッパの軍事対立

を煽ることが必定だったからである。同時に、NATO諸国にとっては外縁部で生じたロシアの

条約不履行が、直接的に自らの安全を損ねるとは考えられなかったし、あるいは、ここでの譲

歩を一つの取引材料に、東方への拡大政策を是認させることも考えられたからである。いずれ

にせよ、この条約が完了する95年11月までに、58,000に上るTLEが破棄され、特に、ロシ

アはその保有数のおよそ２割を破棄していた。また、この間、条約の履行を検証するための査

察も約2,700回にわたって実施されていた8。ヨーロッパにとって、一度手中に収めた軍事的

安定の成果を自ら否定する理由などなかったのである。

　そこでこうした事態を打開するため、条約締約国は期限切れの直前になって、急きょ、CFE

条約とは別枠で「外縁部文書 (Flank Document) 」を作成することに同意した。そして、協

議が進められ、妥協が成立した96年５月、ウィーンで開催された第１回CFE条約再検討会議

は、新たな外縁部の枠組み設定に合意したのである。

　合意の内容は、まず第一に、92年５月のタシュケント合意に基づき、戦車1,300輌、装甲

戦闘車輌1,380輌、火砲1,680門と定められたロシアの外縁部のうち、レニングラード軍管

区に関してはプスコフ州を、また、北コーカサス軍管区からはヴォルゴグラード、ロストフ、

クラスノダール、アストラハンの４つの州を除いた狭い地域を新たに設定し、この地域に対し

て上述の配備上限を適用したことである。つまり、保有上限数は変えずに、適用地域を縮小し

たのである。第二は、元来の外縁部に対しては、その上限を大幅に増加させ、戦車1,897輌、

装甲戦闘車輌4,397輌、火砲2,422門といった新たな暫定数値を設定するとともに、99年５

月までに、それぞれの数値を1,800輛、3,700輛、2,400門へと下方修正するよう定めたこ

とである。このように、締約諸国はロシアに条約違反の汚名を着せることなく柔軟に対応する

7  Sergey Oznobistchev, “Developments of CFE treaty and future reductions in Conventional Weapons,”
Proceedings of the USPID-VII International Castiglioncello Conference (http://twilight.dsi.unimi.it/ uspid/Cast97/
Atti/oznob.html)を参照。
8  Colonel Jeffrey D. McCausland, “Endgame: CFE Adaptation And the OSCE Summit,” Arms Control Today,
Vol. 29, No. 6 (September/October 1999), p. 15.
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ことで、他方、ロシアはこの新たな枠組みを受け入れることで、条約破綻の危機を回避したの

である。

　（３）　CFE条約・適合合意の成立

　これと併行して、時代の変化に対応しきれなくなったCFE条約自体の見直しも進めねばな

らなかった。そして、先のウィーン会議においてロシアが提起したこの問題に、NATO諸国を

始めとする他の条約締約国が同意すると、96年12月の全欧安保協力機構 (Organization for

Security and Co-operation in Europe: OSCE) リスボン・サミットでは、見直しの任に当たる

合同協議グループ (Joint Consultative Group: JCG) の設置が決定された。その結果、97年初

頭から協議が開始され、NATOとロシアの双方から見直し案が提出されると、これを受けて７

月下旬には条約改訂を巡る基本方針が纏まったのである。

　合意された方針の第一は、90年11月の条約で定められた枠組み（ブロックとゾーンに基づ

く地域分割）を解消し、新たに国家上限と地域上限を設けるとともに、すべてのTLEに上限

を設定したことである。国家上限とは文字通り、ある国家が保有できるTLEの上限のことで

あり、地域上限とは、駐留軍の集中するドイツを例にとれば、ドイツのTLEと駐留軍のTLE

を合計した数値の上限となることを意味した。また、「すべてのTLE」とすることによって、

先の条約では配備地域（あるいは配備国）を特定せずに、各同盟毎の保有上限のみをそれぞれ

6,800機、2,000機と定めた戦闘機と戦闘ヘリコプタ－についても、各国ごとにその保有上限

が設定されることになった（但し、その機動性にかんがみ、戦闘機と戦闘ヘリコプターについ

ては、地域上限の枠組みは適用されなかった）。第二は、各国別に割り当てられることになる

TLEの上限について、90年の条約によって決められた上限を超えない範囲で、各国が自らそ

の数値を呈示する方針が選択された点である。もちろん、その数値については最終的に締約国

全体の同意を必要としたものの、条約の精神を保つためにも、軍縮をさらに進展させるために

も、各国の自主性を尊重したこの基準は重要であった。第三は、貯蔵兵器（条約で定められた

サイトに格納されたTLEであり、保有上限への加算対象となる）についても新たな規定が考

慮されたことである。その結果、この検討項目からは後に興味深い同意が導き出されることに

なる。すなわち、貯蔵兵器を実戦配備に移す場合には、そのTLE１個に対し、貯蔵TLEを４

個破棄するといった規定となって現れるのであるが、これも軍縮を促進する有効な手立てと

なったからである。第四は、国家上限や地域上限を５年毎に一定の枠組みの中で見直す（つま

り増加を認める）ことに加え、地域・民族紛争への対処を目的とする国連あるいはOSCEの活

動の拡大にかんがみ、一時的に地域上限を超える場合を想定した措置 (basic temporary

deployments) が合意されたほか、外縁部を除く地域（CFE条約では外縁部における一時的配

備を認めていたが、上述のようなTLE保有上限の緩和と引き換えに、対象から外された）に
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対しては、演習等によって地域上限を超える場合の例外措置 (exceptional temporary

deployments) が設定され、いずれの場合も厳しい検証の対象とすることが同意されたことであ

る。この措置は、TLE上限の引き下げと引き換えに運用面での柔軟性を確保することによっ

て、条約そのものの効力を高めることになった。第五は、OSCE諸国を対象に、これら諸国が

条約への新規加盟を申請した場合の受け入れ措置が定められたことである。案件ごとにコンセ

ンサス方式が採用されることになったこの措置は、バルト諸国やバルカン諸国の将来の加盟申

請を見据えたものであったが、とりわけ、その独立に際して 91年10月にCFE条約から離脱

したバルト諸国が、やがてNATOへの加盟を達成し、同条約に復帰する要請を行った際に予想

されるロシアの反発や不信を、あらかじめ取り除くことに寄与するはずであった。

　さて、その後も検討が続けられ、一応の同意取り付けに成功した99年３月30日、最終条約

案に向けた「政治合意9」が達成された（この政治合意に沿って最終的に定められた主要国の

TLEの推移については第２表を参照）。

　この合意において、米国は90年の条約で規定されたTLEのうち、戦車を55％、装甲戦闘

車輌を41％、さらに、火砲を43％削減した数値を呈示することになった。確かに、NATOが

機動戦力として重視する戦闘機と戦闘ヘリコプターについては微減に留まったし、あるいは、

この段階において、ヨーロッパに配備する米国のTLEが、実際には既にここに示された新た

な上限枠をも下回っていた現実を無視することはできない。だが、反面、米国がこのような陸

上戦力の大幅な削減を受容したことは、特に、NATOの東方拡大を懸念するロシアに対し、こ

の法的な枠組みを遵守し、軍事対立を生み出す意図のないことを示していた。とりわけ、戦車

の大幅な削減は、他のTLEについてはさしたる削減を行わなかったドイツもまた、その15％

の削減受け入れに同調したことから伺われるように、NATOとロシアの戦車の保有上限比率が

（攻防にかかわる軍事常識として定着している）２対１を超えない配慮を行ったことを裏書し

ていた。また、この会議において、米国はNATOへの新規加盟を達成したポーランド、ハンガ

リー、チェコに米軍を常駐させる意図のない旨、あらためて表明し、ロシアの不安を取り除い

たのである。

　他方、東側同盟の崩壊や旧東側諸国のNATOへの加盟を背景に、その出方が注目されたロシ

アは、５種類のTLEすべてに対して90年の条約で規定された上限をわずかに下回る数値を呈

示し、これが受け入れられた。これに付随して、96年５月の「外縁部文書」の一部がロシア

の要請に基づき改訂され、グルジアでの戦力削減やモルドバからの戦力の完全撤退の受け入れ

9  この政治合意をPreliminary Agreement for Adapting the Treaty と呼ぶ。
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と引き換えに、装甲戦闘車輌の保有上限が2,140輌へと引き上げられた。だが、同条約に対す

るロシアの姿勢は、何よりも、99年３月24日にNATOが開始したコソボ空爆に反発し、NATO

との協議機関である常設合同理事会 (Permanent Joint Council: PJC) の中断といった外交面で

の厳しい態度に出てゆく同国が、３月30日に開かれたこの会議に臨んだこと自体に顕れてい

た。あるいは、チェチェン紛争の再燃を受けて、10月にロシアがこの当面の危機に対処するた

めに外縁部でのTLE上限を超える旨、締約国に通告したことも、CFE条約を重視する現れと

理解することが可能であった。このように、ロシアにとっても、自らの安全とヨーロッパの平

和と安定に向け、この条約を遵守する意義は少なくなかったのである。

第２表　主要国のTLEの推移

　　　　　　　　　　　  　 　　　 上段　：99年合意の国家上限
　　　　　　　　　　　　　　　　中上段：99年合意の地域上限
　　　　　　　　　　　　　　　　中下段：90年条約の国家上限（同盟内の協議によって決定）
　　　　　　　　　　　　　　　　下段　：現有戦力（99年１月現在）

　　　　　　　　　　　戦車　　装甲戦闘車輌　  火砲　      戦闘機　戦闘ヘリコプター

ドイツ 3,444　　　3,281　　　 2,255　　　 765　　　280
4,704　　　6,772　　　 3,407
4,069　　　3,281　　　 2,445　　　 900　　　293
3,096　　　2,480　　　 2,056　　　 534　　　204

フランス　 1,226 3,700 1,192 800 374
1,306 3,820　　　 1,292
1,306 3,820 1,292 800 390
1,207 3,653 1,050 596 314

英　国 843 3,017 583 855 350
843 3,029 583

1,015  3,176 636 900 371
　　 542　　　2,396 429　　　 533　　　249

米　国　　　　　1,812　　　3,037　　　1,553　　　 784　　　396
——　　　 ——　　　　——　　　

4,006　　　5,152　　　 2,742　　　 784　　　404
846　　　1,704　　　 558　　　 223　　　136

ロシア　　　　　6,350　　 11,280　　　 6,315　　 3,416　　 855
　　　　　　　　　　　6,350　 11,280　　 6,315

(1,300 2,140　　 1,680
　　　　　　　　　　　6,400　 11,480　　 6,415　　 3,450　  　 890
　　　　　　　　　　　5,510　 10,064　　 6,299　　 2,870　  　 761

）（新たに設定された外縁部）
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　こうして99年11月、イスタンブールで開催されたOSCE首脳会議は、国境の内側で頻発す

る国内紛争を地域の安定に対する新たな脅威と位置づける「欧州安全保障綱領10」を採択する

とともに、時を同じくしてCFE条約の改訂に臨んだ加盟30カ国は「CFE条約・適合合意11」

に調印した。その結果、90年11月の条約と比べ、戦車については11％減の35,574輌、装甲戦

闘車輌については5.7％減の56,570輌、火砲については10％減の36,312門、戦闘機について

は3％減の13,203機、そして、戦闘ヘリコプターについては微減の3,994機、といった、新た

な条約の枠組みが誕生すると、ヨーロッパにおける軍事的透明性はさらに高まり、大規模攻撃

や奇襲の恐れは一層遠のいていったのである12。

　

　２　冷戦後の軍事ミッションを巡る米欧の角逐

　（１）　米国の論理

　このような軍縮の進展によって、同盟の存立基盤である集団防衛ミッションが現実の問題と

して影を潜めてゆく中で、米国がNATOを維持し、その盟主としてヨーロッパ政治への発言力

を確保し続けるためには、これに代わる新たなミッションを見出さねばならなかった。また、

ヨーロッパの同盟諸国が、それを支持するための枠組みをも構築しなければならなかった。　

　折しもNATOによるコソボへの軍事介入が囁かれ始めた1998年12月の理事会において、米

国国務長官オルブライト (Madeleine K. Albright) は、新規加盟国を迎えて99年４月にワシン

トンで開催する首脳会議において、NATOとしての意思統一を図るべき７つの課題を提起する

とともに、とりわけ、大量破壊兵器の拡散や民族・地域紛争といった多様化する脅威への対応

10  Organization for Security and Co-operation in Europe, Charter for European Security, Istanbul, November
1999. この文書には、国家間紛争の危険はなお解消されてはいないものの、90年11月のパリ憲章調印以
後に顕著となり始めた国家内部の紛争が、新たなリスクや挑戦となって立ち現れたことが指摘されてい
る。
11  この文書の正式名称は、Agreement on Adaptation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe であ
る。
12  もちろん、こうした軍備管理・軍縮を介したヨーロッパの制度的なアプローチには限界があることを
記憶にとどめておかねばならない。今後のNATOの拡大によって、その防衛線がロシア国境に接近して
ゆく場合を想定してみよう。既にその軍事ドクトリンにも徴候が現れているように、ロシアがCFE条約・
適合合意を始め、INF条約やSTART条約など、一連の軍備管理・軍縮条約の規制対象に据えられていな
い戦術核兵器を配備することによって、この問題に対処する可能性が高いからである。あるいは、状況
の変化によっては、現在、CFE条約・適合合意に示された保有上限をかなり下回る戦力を配備している
NATO諸国（特に、米国）が、「合法的」にその戦力を増強することによって、ロシアの不安を掻き立て
る場合も皆無とは言えないからである。条約違反は論外としても、このような制度の枠組みに抵触する
ことのない振る舞いが、結果的に安全と安定を希求する「精神」をむしばんでゆく危険を忘れてはなら
ないのである。
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を新たなミッションに据えるべきことを提起した13。それはまた、冷戦終焉直後に世界が抱い

た過剰な期待が冷めるにつれて、あるいは、米国の強引な姿勢に対する反発が増すに従って、

迅速な紛争処理を難しくし始めた国連安全保障理事会に代わり、米国が同盟諸国の力を結集し

てこの問題に対処する方向を示唆したように思われた。

　ところで、こうした域外でのミッションをめぐり、ヨーロッパの同盟諸国の力をNATOの枠

内に留め置くための米国の努力は、早い段階から進められていた。既述したように、91年５月

のNATO国防相会議は、多国籍軍団によって構成される主力防衛部隊の創設や米国からの派遣

を見込んだ増援部隊の設置に加え、域外での作戦戦闘を想定した即応部隊の新設に合意した。

そして、この即応部隊は、およそ 72時間以内に展開可能な１個旅団規模の即時展開部隊

(Immediate Reaction Force) と１個多国籍軍団で編成される緊急即応部隊 (Rapid Reaction

Force) の２つの部隊で構成されることになった。同時に、域外展開部隊の中心となる緊急即

応部隊については、西独の再武装承認とNATOへの加盟に際し、（連邦軍の動向を監視・牽制

する目的で）西独領内に配備されたかつての英国ライン軍 (British Army of the Rhine: BAOR)

の司令官が、その指揮に当たることが定められていた。

　ところが、これに反発したのがNATO軍事機構から離脱状態にあったフランスである。すな

わち、米国人である欧州連合軍最高司令官の麾下に入るこの部隊の指揮官が英国人となれば、

また、こうした領域におけるミッションが将来的に増すことが予想されるのであれば、英米に

よるNATO支配がさらに強化されることになると警戒したからである。そのため、このNATO

構想への対抗を目指すフランスはドイツと共同で、マーストリヒト会議を間近に控えた91年

10月、EC委員長に対し、WEU諸国の参加を前提に欧州軍団 (Euro-corps) を創設する意向を

表明したのである。また、EUの誕生が合意され、欧州統合に弾みがついた92年11月には、欧

州連合軍最高司令官と仏・独軍首脳の間で協議が行われ、その結果、欧州有事（北大西洋条約

第５及び６条に基づく領域防衛）の際にはすべての作戦をNATOが担当すること、従って、こ

の場合に欧州軍はNATOの麾下に入ること、他方、WEUはNATOを離れ、独自の人道支援や

国連平和維持・強化活動の遂行を可能とすることで、双方の合意が成立した。加えて、マース

トリヒト条約が発効した93年11月、WEUが自らの作戦遂行能力の強化を目指し、NATOに

対し、つまりは米国に対し、指揮・通信施設の提供を申し入れると、これに呼応してベルギー

13  このオルブライト演説については、Secretary of State Madeleine K. Albright Statement to the North
Atlantic Council (Brussels, Belgium, December 8, 1998) を参照。この中で掲げられた７つの課題とは、
NATOの将来の役割と目的の明示、戦略概念の更新（遠隔地から齎される脅威への対処、条約第５条に
規定される集団的自衛権と新たなミッションとして浮上している危機管理機能のバランス問題）、拡大の
継続、防衛力の整備、大量破壊兵器が齎す脅威への注意喚起、ヨーロッパの安保・防衛面での主体性
(ESDI) の発揮に向けた米欧の協働、ヨーロッパに位置するパートナー諸国との関係強化、である。
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やスペインも欧州軍団への参加を表明したのである。

　他方、こうしたヨーロッパ統合の動きを不可避と見た米国は、WEUの活動をNATOの枠内

に留め置くための新たな措置を見出さねばならなかった。それはまた、北大西洋条約の規定に

縛られて域外活動を選択できないNATOに再度の変質を迫るものでもあった。

　93年10月、NATO拡大問題を審議するためにトラヴェミュンデで開催されたNATO非公式

国防相会議において、米国国防長官アスピン (Les Aspin) は、事前に欧州連合軍最高司令官と

の間で行った秘密協議を受けて、統連合作戦部隊 (Combined and Joint Task Force: CJTF)

創設の構想を呈示した14。この提案の骨子は、CFSPを目的に、米国抜きで実施されるWEU

の作戦に際し、NATO（つまり米国）が自らの軍事資材を提供することにあった。WEUが独

自の作戦を展開するために、自前で指揮・通信システムなど新たな装備を整えることが軍事的

にも財政的も不経済かつ不可能である以上、この米国案は現実的であり妥当であった。こうし

て、94年１月にブリュッセルで開催されたNATO首脳会議はCJTFの新設に合意した。そし

て、その後も細部の検討が続けられ、北大西洋理事会がCJTFの作戦全般を指導すること、作

戦自体はNATOとWEU双方の司令部が指揮するとともに、NATO側については欧州連合軍副

司令官がその任に当たること、また、WEUの作戦に際してはNATOの主要な指揮官が軍事資

材の展開状況を監視すること、など枠組み合意が成立した96年６月、同理事会はCJTFの正

式発足に合意したのである。

　この合意は米国にとって極めて重要な内容を含んでいた。なぜなら、この合意を通じ、NATO

が北大西洋条約によって制約される域外への展開の道を、間接的ながらも、活動範囲を特定し

ないWEUを介して開くことになったからである。第二は、ヨーロッパの同盟諸国と協同して

実施する域外ミッションに関し、自らが盟主としての権限を行使しやすいNATOが中心となる

ことが、この合意によって暗黙裡に確認されることになったからである。第三は、上述の問題

と絡むが、米国とWEUの双方が同時にこうした軍事作戦の必要を考慮した場合、この作戦を

決定する手順 (sequence) として、NATOの審議が優先されるばかりでなく、WEUが米国と思

惑を異にする作戦を行おうとする際にも、米国がその審議過程に参画し、その意図や活動に事

前に箍をはめる上での制度的な保証（ある意味での拒否権）を手にすることになったと解釈さ

れたからである15。

14  CJTFの端緒となったアスピン提案については、Speech by Mr. Rob de Wijk, Clingendael Institute
Netherlands, Colloquy on “the European Security and Defense Identity” (Madrid, 5 May 1998) を参照。
15  この域外作戦を巡り、NATOを優先させようと企図する米国が、この決定の手順に敏感になっている
問題は、例えば、99年６月にケルンで開催されたEU首脳会議のコミュニケの中に、全くこれが触れら
れなかったことに対して示された米国のいら立ちからも、推し量ることができよう。Michael Evans, “US
insists on Nato priority over EU force,” The Times, November 23 1999 を参照。
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　さて、こうした過去の経緯を踏まえ、もう一度、98年12月のオルブライト発言に立ち戻る

ことにしよう。この米国提案に対し、ヨーロッパ諸国側が危惧したのは、NATOの新たなミッ

ションに域外作戦を位置づけることによって、まず理念の上でこれが正当化され、さらに、こ

れが米国の一存で無為に拡大されてゆくことであった。彼らは、英米が行った対イラク空爆の

事例が示すように、米国の標榜する大量破壊兵器拡散防止のための軍事行動までをも射程に収

めた危機管理措置が、中東やアフリカへと拡大され、自らの国力や国益の範囲を逸脱して展開

してゆくことを恐れたのである。

　そのため99年２月初旬、米国が提起したこの問題を憂慮したソラナ (Javier Solana) 事務総

長は、北大西洋条約第６条に規定する共同防衛範囲を超えた地域で活発化し始めた活動、つま

り域外作戦をNATOによる「世界の警察官」活動とは見なすべきでない旨、強調した。また、

この種のNATO活動については既定の全会一致方式に従い、個別の案件ごとに加盟国すべての

同意を要すること、ならびに、それが国際法と国連憲章の精神と一致する活動であるべきこと

を確認する発言を行ったのである16。ヨーロッパにおいては、旧ユーゴ紛争の勃発を契機に、

CSCEが、94年12月にOSCEへとその呼称を変更する以前から、危機管理や予防外交の領域

へとその活動を拡張し始めていた。だが、その範囲がOSCEの域内、すなわち、すべての加盟

国の国益に直接的に関係する「ヨーロッパ」内部の争点に限定されていることも明らかであっ

た。

　その結果、新規加盟国を迎える華やかな空気を打ち消すように、コソボ空爆の開始が齎した

重苦しい雰囲気が漂う中で、99年４月にNATOが採択した「新戦略概念17」では、NATO自

らが軍事作戦を含む危機管理活動に携わるか否かは、加盟国が案件ごとに審議するとともに、

全会一致の合意を見た場合にのみ選択されること、また、その際には（国連安全保障理事会の

役割の優先を謳った）北大西洋条約第７条を遵守すべきこと、が明記された。こうしてNATO

の域外活動を巡る米欧の角逐は一応収拾され、一定の枠がはめられることになったのである。

　（２）　ヨーロッパの論理

　ヨーロッパがNATOとの距離を置きながら、軍事面での独自性を標榜し始めた時期は、WEU

が独自の安全保障利益を明確にしてゆく必要を明示した84年10月のローマ会談や、WEUを

NATOにおける欧州の柱 (European Pillar) と位置づけるとともに、WEUが安保・防衛面での

16  ベルリンのアスペン研究所が主催したこのソラナ事務総長の講演については、NATO: A Strategy for the
21st Century, Secretary General’s Wallenberg Lecture (1 February 1999) を参照。
17  The Alliance’s Strategic Concept, Approved by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th April 1999.
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統合ヨーロッパ建設の礎となるべきことをうたった「欧州安全保障綱領18」を採択した87年

10月のハーグ会議にまで遡ることができる。そして、こうした内側からの動きが90年12月の

マーストリヒト合意に歩を合わせ、既述した欧州軍団創設構想へと連なってゆくのであるが、

同時に、これも先に指摘したように、CFE条約の締結や爾後の再検討交渉の進捗といった軍事

的安定化の促進が、このヨーロッパの独自性の発揮を外側から支えることになったのである。

　97年６月、アムステルダムで開催されたEU首脳会議は、通貨統合後の財政安定化協定を採

択するとともに、93年11月に発効したマーストリヒト条約の見直し作業の成果に基づき、将

来の拡大やCFSPを強化してゆく基本方針に合意した。こうして同年10月初旬、加盟諸国は

新欧州連合条約（いわゆる、アムステルダム条約）に調印したが、独自の外交・安保政策を標

榜するEUにとって、このCFSPを巡る合意は特に重要であった。

　まず、EU委員長の下にCFSP上級代表 (High Representative) ポストを新設し、さらにそ

の下に政策企画・早期警戒ユニット (Policy Planning and Early Warning Unit) を設置するこ

とが決定された19。また、同条約発効後１年以内にWEUと協同し、両者の協力強化策を立案

すべきことが定められた。それとともに、改訂される条約には、WEUに倣い、人道・救難や

平和維持に加え、危機管理や平和創造に当たる戦闘部隊任務を挿入することが同意されたので

ある（これらの任務を92年６月のWEU宣言にちなんで、ピータースバーグ (Petersberg) ミッ

ションと呼ぶ）。

　こうした措置と併行して、EUは意思決定方式の変更にも合意した。すなわち、これまで主

要なすべての案件の合意を全会一致によって得ていたEUが、原理・原則に関する決定に関し

ては従前の方式を踏襲する一方、CFSPを始めとする個別の「政策」にかかわる分野について

は特定多数決 (qualified majority voting) 方式を導入することに同意したのである20。それは、

すべての意思決定を全会一致で行う場合、一国が反対すればEUとしての意思統一や共同行動

18  WEU Ministerial Council, Platform on European Security Interests (The Hague, 27 October 1987).
19  このユニットの役割は、CFSPの進展状況の監視・分析を行うこと、EUの外交・安保利益を評価し、
CFSPの対象を特定すること、CFSPに重大な影響を齎す恐れのある事象や潜在的な政治危機を迅速に評
価し、警告を発すること、理事会やEU委員長からの要請に基づき、あるいは自らの判断に基づき、理
事会に対し、事態への対処方法を示した文書を提出すること、と定められた。European Union, The
Amsterdam Treaty: a Comprehensive Guide (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/a19000.htm) を参照。
20  EUは現在15カ国で構成されており、特定多数決方式の基準となる加盟各国の持ち票は、ほぼ人口比
率に見合う形で、ドイツ、フランス、イタリア、英国が各10票、スペインが８票、オランダ、ベルギー、
ギリシア、ポルトガルが各５票、スウェーデン、オーストリアが各４票、デンマーク、アイルランド、フィ
ンランドが各３票、そして、ルクセンブルクが２票と定められている。これを合計すると87票となるが、
そのうちの62票の多数を得てEUの正式決定とすることが合意されているのである。しかしながら、EU
が進める加盟国の拡大に伴い、今後、各国の持ち票を変更することが予想され、また、加盟国の増加如
何ではプロセス自体が複雑化し、この方式の採用によっても決定に至ることが難しくなると懸念されて
いる。
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を選択できなくなる弊害を是正することが目的であった。同時に、全会一致の体裁を保つため

に、この会議は建設的棄権 (constructive abstention) の併用にも同意した。すなわち、ある案

件が審議に付される際に、各国は決定に反対するのではなく、棄権票を投ずることによって決

定への不参加を選択できるが、決定を行った他の国の行動を妨害してはならないとされたので

ある。こうしてEUはその経済力に見合った外交上の影響力を発揮し、その存在を内外に示す

ために、迅速な意思決定や対処を可能とする道を開いたのである。

　CFSPをめぐるEU内部の体制作りが進み、その主体もWEUからEUへと一元化する動き

が急速に進んでいた。アムステルダム条約の発効は99年５月まで待たねばならなかったが、こ

れが頓挫するとも思われなかった。98年10月下旬にはEUの非公式首脳会議がウィーンで開

催され、CFSPをめぐる英国案が提示されていた。また、翌11月初旬には同じウィーンでEU

初の国防相会議が非公式に開催されていた。

　98年12月初旬、北大西洋理事会が開催される直前に、サン・マロに集った英仏首脳は「欧

州防衛に関する共同宣言21」を発表し、EUに独自の軍事機能を付与する意向を表明した。こ

れまで米国との同盟関係（つまりNATO）を重視し、それ故、仏・独の主導するWEUに消極

的な態度を示してきた英国にとって、この宣言は、ブレア (Tony Blair) 労働党政府が統一通

貨（ユーロ）への不参加によって後れを取った欧州統合の主導権を回復し、発言力を高めるこ

とと引き換えに、安全保障面でのヨーロッパ寄りの転換を図り始めたことを示唆した。また、

軍事面に着目すれば、かつての植民地経営などを通じて国外での作戦展開の経験を持つ両国の

この提案は、経済面での統合の推進役ではあるものの、国連の平和維持活動を除けば、ある種

の戦闘行動までも予想されるこうした作戦経験に乏しいドイツから、統合の主導権を取り戻す

格好の機会を提供した。

　他方、冷戦の時代を通じ、米国との距離を置いた独自の安全保障政策を追求してきたフラン

スから見れば、この英国の決断は、政治・経済・軍事のすべての分野にわたるヨーロピアン・

アイデンティティを敷延する絶好のチャンスとなった。あるいは、その実行力を武器に、自ら

常任理事国を務める国連安全保障理事会での発言力を高めるばかりでなく、一連の旧ユーゴ紛

21  Joint Declaration issued at the British-French Summit, Saint-Malo, France, 3-4 December 1998. この共同宣
言の中で、英仏両首脳は、EUがその国際的地位に見合う役割を果たしてゆくために、欧州理事会
(European Council) がその中核となって、アムステルダム条約に規定されたCFSPの履行、とりわけ、共
通の防衛政策 (common defence policy) を遂行すべきことを提起した。そして、EUが国際的な危機に対
処するためには、充分な軍事力やその即応性に裏打ちされた自律的な (autonomous) 行動を採る能力を
涵養するとともに、これを支えるEU諸国間の結束が必須と説いたのである。また、こうした軍事行動
に当たっては、NATO（つまり米国）との調和が不可欠と明言されたものの、他方、この宣言には、こ
の種の活動にNATO（つまり米国）が関与しない場合を想定することの重要性が盛り込まれていたので
ある。
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争で示された米国の突出を抑えることも可能であった。同時に、冷戦後のヨーロッパにおける

軍事的安定化の進展を背景に、域外紛争を想定した事前配備による紛争予防や、勃発した紛争

への迅速な対処能力の獲得を目指し、2002年末をめどに徴兵制度を廃止する意向を明示した

フランスにとって、この構想は新たな軍の役割を具現するまたとない機会を開くものであった。

　この宣言には、一方では軍事面でのヨーロッパの主体性の獲得が、他方ではヨーロッパ統合

をめぐる内部での主導権争いが凝縮されていた。そして、このような錯綜する思惑を背景に、

両国は３万人を超える規模の緊急展開軍 (a rapidly deployable joint formation) の創設に同

意したのである22。

　このようにCFSPを具体化する動きが加速していた。99年６月にケルンで開かれたEU首脳

会議は、前月初めにアムステルダム条約が発効したことを受けて、WEUを解散し、EUに一

元化してゆくための措置を2000年末までに決定することに同意した。また、必要に応じて（外

相）理事会審議に国防相を参画させることに同意したほか、その軍事機能を強化するために、

政治・安全保障委員会 (Political and Security Committee) を設置するとともに、これをその活

動・監視・分析・計画といった軍事面から輔弼する軍事委員会 (Military Committee) を設ける

ことにも合意した23。これに先立ち５月末に開催された仏独首脳会談では、既存の欧州軍団を

強化し、英仏の呈示した緊急展開軍に対応させてゆくことが合意されていた。そして、こうし

た一連のEUの決定が、将来に向け、NATOと類似する軍事機構をEUに創設する可能性を暗

示すると、NATOを主柱に据える米国の警戒を増幅させることになったのである。

　その後、99年10月にはNATO事務総長を退任したばかりのソラナがCFSP上級代表に就任

した。早くから内定していたこの人選は、NATOの拡大やコソボ危機への対処といった難題に

直面した米欧の狭間でその調整に尽力した人物をEUの顔に据えることによって、爾後、予想

22  “Volunteers versus conscripts: The transformation of NATO forces,” Strategic Comments, Vol. 4, Issue 10
(December 1998) を参照。他方、ドイツではこうした英仏の動きに呼応するとともに、新たな時代の要
請に則した連邦軍 (Bundeswehr) の再構築を目指し、99年５月、シャーピング（Rudolf Scharping） 国
防相の下に、ワイツゼッカー (Richard von Weizsäcker) 前大統領を委員長とする諮問委員会（委員は合
計18名）が設置された。当初、同委員会は2000年９月をめどに検討結果を纏める予定であったが、後
述するように、99年12月にEUが2003年の緊急展開軍創設に合意し、また、これに伴い、ドイツも２
個ないし３個旅団（あるいは、同軍の５分の１の兵力）の拠出を発表したために、さらには、2001会計
年度の予算審議にこの問題を組み込む必要が生じたために、検討作業が急がれることになった。こうし
て５月下旬、同委員会は、10万人規模の兵力削減を始めとする新たな戦力整備計画を答申したのである
が、徴兵制度の見直しや財源確保の問題など、難題の山積する連邦軍改編の前途にはなお紆余曲折が予
想されている。この問題については、 “Defence reform in Germany: A likely prospect?”, Strategic Comments,
Vol. 6, Issue 4 (May 2000) を参照。
23  Presidency Conclusions, Cologne European Council, 3 & 4 June 1999 (PRESS/99/1500 1999-06-09)に盛られ
たPresidency Report on Strengthening of the Common European Policy on Security and Defence の項を
参照。
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される両者のあつれきを回避することを狙ったものであった。加えて、11月のWEU理事会に

おいて、兼ねて同事務総長に就任した彼は、ヨーロッパの軍事機構の一本化に向けて2000年

末をめどに解消を予定するWEUの幕引き役を担うことになった。

　ところで、ソラナの後を襲って99年10月にNATO事務総長に就任したロバートソン (Lord

Robertson) 前英国国防相が、11月初旬、フランスの国際関係研究所 (IFRI) で行った講演は、

これがフランスで行われたことを差し引いても意味深長な内容を含んでいた。すなわち、相互

依存の進む世界にあってはコソボ危機に代表される域外問題への対処が代価 (price) として認

識されねばならず、そのためにもNATOにとってはロシアを始めとする周辺諸国との協力が不

可欠と説く一方、NATO強化の一環と位置づけられるヨーロッパの役割の拡大が、同時に、米

国（及び、カナダ）の参加を見ない状況をも射程に収めて進められねばならない点を強調した

からである。もちろん、CJTF自体は米国抜きの作戦を含意していた。だが、この発言は、コ

ソボ対処において端的に示された国連平和維持活動を超えた作戦領域においてもEUが独自の

努力を行ってゆくための論拠や正当性を、暗にNATOが提供したように思われたからであ

る24。

　99年11月15日、加盟諸国の国防相を交えて始まったEU外相理事会は、ヘルシンキで開催

される翌月のサミットに向け、EUの防衛・安全保障政策の強化を目指した事前協議を行った。

その結果、EU主導の危機管理作戦を遂行するために必要な軍の創設、政治・安全保障委員会

と軍事委員会の新設、NATOとの協力関係の強化、が主要な目標として掲げられた。これに呼

応して、同月下旬には、英仏がロンドンで首脳会談を開き、Ｃ３Ｉ能力や戦闘支援能力を備え

たEU独自の軍団レベル（５～６万人規模）の緊急展開軍の創設を目指すことをヘルシンキ・

サミットに諮ることで合意に達する一方、上述の米国の懸念に配慮し、NATOが集団防衛の基

盤に据えられるべきこと、および、危機管理面でもNATOが重要な役割を担い続けること、を

共同宣言の中で確認したのである25。

　こうして99年12月10、11日にヘルシンキで開催されたEU首脳会議は、60日以内の準備

完了と１年以上にわたる作戦展開を可能とする５～６万人規模の緊急展開軍を2003年末まで

に創設することに合意した。また、各国の大使級レベルで構成される常設の政治・安全保障委

員会 (Political and Security Committee) と、必要に応じて政治・安保委員会に軍事面での助言

を与える軍事委員会 (Military Committee) を新設する意向を表明するとともに、これに向け

2000年３月にその暫定組織を創る方向を明示した。加えて、NATOが関与しない場合を想定

24  Speech by Lord Robertson, NATO Secretary General to the French Institute For International Relations
(IFRI), (NATO On-line-library, 4 November, 1999) を参照。
25  Joint Declaration by the British and French Governments on European Defence, Anglo-French Summit,
London, Thursday 25 November 1999を参照。
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し、国際危機に対処するためのEU主導の軍事作戦を遂行する自律的な能力を発展させる決意

を示す一方、米国が危惧するNATOとの重複を避けるために、欧州軍 (European Army) の創

設を目指す意図のないことを言明したのである26。

　（３）　将来の展望――危機管理ミッションの行方

　1999年12月15日にブリュッセルで開催された北大西洋理事会は、ESDIを強化し、CJTF

の枠組みの下でEUの実施する独自の軍事行動をNATOが支援してゆくことをあらためて確認

するとともに、こうしたEUの活動が、将来の（NATOに代わる）欧州軍 (European Army) 創

設には繋がらないことにも合意した27。米国は、統合の度を増すEUが、緊急展開軍を発展さ

せる形で、NATOが担うべき領域防衛の分野に踏み込むことのないよう、言質を取ったのであ

る。

　また、同理事会の席上、中東和平をめぐる協議のためにワシントンに留まったオルブライト

米国国務長官に代わり、会議に臨んだタルボット (Strobe Talbott) 国務副長官は、米国がEU

の活動を全面的に受け入れる旨、強調するとともに、そのためにはコソボ介入で明らかになっ

た米欧の軍事力の較差を埋めることが急務であると説いた。それは暗にヨーロッパ側の国防支

出の増額を促すことを含意していた。加えて、NATOの域外で発生する危機がNATOの防衛

領域へと波及する危険にあらかじめ配慮し、EUが行う審議の過程にEU以外のNATO諸国が

参画できるよう、これら諸国に特別の地位 (special status) を付与することの重要性を指摘し

たのである28。

　米国が期待したのはNATOの存続であり、そこでの主導権の確保であった。また、CJTFを

介したEUの活動に対しても関与を継続することで、冷戦後の世界のリーダーとしてのヨー

ロッパ政治への発言力の維持を狙ったのである。それ故、ヨーロッパ諸国が緊急部隊の創設を

端緒にEUにその求心力を求めながら欧州軍を創設し、NATOを形骸化してゆくことを恐れた

のである。

　ところで、ここでEUとNATOが揃って「欧州軍」に触れた理由を考えてみよう。それは、

ヨーロッパの統合が進めば、その論理的帰結としてヨーロッパの統合軍が誕生するといった図

式を米国が警戒したばかりでなく、50年代に既にその前例があったからである。

26  Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999 (SN 300/99) に盛られた
Common European Policy on Security and Defence の項を参照。
27  Final Communiqué, Ministerial Meeting of the North Atlantic Council held at NATO Headquarters, Brussels,
on 15 December 1999 を参照。
28  このタルボット発言については、Strobe Talbott, Deputy Secretary of State, The State of the Alliance: an
American Perspective, Brussels, December15, 1999 を参照。
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　創設されたばかりのNATOの防衛機構が未だ整備されていなかった50年６月、朝鮮戦争が

勃発した。そして、これが共産主義膨張の明確な証しであるならば、次の侵攻が西欧に向かう

と考えるのも当然であった。こうした事態の発生に接し、戦後の荒廃から立ち直りの兆しを見

せ始めたばかりの西欧諸国に戦力強化の余力は存在しなかった。そこで着目されたのが、敗戦

によって当時武装解除状態に留め置かれていた西独であった。50年９月の北大西洋理事会にお

いて、米国国務長官アチソン (Dean Acheson) は西欧同盟諸国に対し、米国駐留戦力の増強と

引き換えに、西独の再武装を認めるよう促した。けれども、ナチス・ドイツの悪夢が褪めやら

ぬこの時期に、彼らの同意を取り付けることは難しかった。

　だが、事は急を要しており、早急に代案が見出されなければならなかった。そこでこれを呈

示したのが、当時のフランス首相プレヴァン (Rene Pleven) であった。すなわち、共同防衛の

ために西欧諸国から供出された兵力を、まずその国籍ごとに大隊レベルに分割し、これを統合

する形で多国籍軍を創設する旨、提案したのである。兵力を供出する諸国の国防相によって統

括されるこうした部隊が誕生すれば、参加を求められる西独にしても独自の参謀部を持てない

ために、各国にとっても脅威とならないと考えられたのである。そして、この統合欧州軍構想

がNATOからの了承取り付けにも成功すると、52年５月には、フランス、ベルギー、イタリ

ア、ルクセンブルグ、オランダ、そして、西独が参加する欧州防衛共同体 (European Defence

Community: EDC) 条約が調印されたのである。

　ところが、53年に入り、３月上旬にスターリン (Josef Stalin) が死去し、また、７月下旬

に朝鮮休戦協定が成立すると、ヨーロッパの軍事的緊張も次第に解けていった。と同時に、軍

事統合の緊急性も失せ始め、国家主権の一部を超国家機関へと委譲するこの防衛共同体の創設

に各国は熱意を失っていった。こうして54年８月にフランス国民議会が同条約の批准を拒否

すると、軍事面でのヨーロッパ統合の夢も一緒に烏有に帰したのであるが、99年末にEUと

NATOがそれぞれの理事会で否定した「欧州軍」の創設は、こうした過去のイメージに支えら

れていたのである。

　さて、これまではヨーロッパの統合が深化するとの前提で論を進めてきたが、統合を阻害す

るEU自身の限界にも目を向けておかねばならない。話しをCJTFとCFSPの関係に限定しよ

う。多くの問題がこの点の議論に集約されるからである。

　EUがCJTFの枠組みの中で、あるいは、NATOを離れた独自の決定に基づいて作戦を遂行

する場合、既述したように、CFSPをめぐる意思決定手続きを全会一致から特定多数決方式に

移行するといった制度面での強化にもかかわらず、加盟諸国の利害が一致しなければ、作戦行

動には移れない。論議の余地はあるにせよ、NATOにおける米国のような強力なリーダーの存

在しないことがひとつの弱点になっているのである。そして、今後、さらに加盟国が増えれば、

仮りに決定がなされるにせよ、これに要する時間がかかり、その結果、事態の展開次第ではEU
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の軍事力では手に負えなくなる場合や、各国が決定に尻込みする場面が生まれることも予想さ

れよう。あるいは、こうした過程で生ずる各国の意見の衝突やあつれきが、かえってEUの結

束を損ねる危険について考慮しなければならないし、CFSPを離れ、一部のEU諸国がCJTF

の枠組みを利用することになれば（CJTF自体は軍事資材の提供をWEUに限定しているわけ

ではなく、WEUの一部の構成国やこれに加盟しない諸国が提供を受ける場合も想定されてい

る）、EUの内部に新たな分断線が生まれる危険も予想されるのである。

　CFE・適合合意が遵守され、ヨーロッパの軍事的安定が保たれる限り、また、ヨーロッパ統

合の勢いが衰えないのであれば、米国の思惑をよそに、軍事面におけるEUの役割はさらに増

大してゆくに違いない。また、冷戦の終焉に歩を合わせる形で再活性化の機会を得たWEUが、

ヨーロッパに駐留する米軍の大幅な削減や撤退までをも視野に収めた「受け皿作り」の意味を

持つのであれば、米国の動向如何では、今後、欧州軍創設構想も浮上することになるのだろう。

だが、上述のように、EUの内側に潜む陥穽が表面化すれば、かえってヨーロッパ統合そのも

のが隘路に陥ることになるのかもしれない。主体性の回復を目指して軍事の分野に踏み込んだ

EUは、危険な賭けに出たとも言えるのである。

　結語

　2000年２月上旬、NATOはコソボ自治州に展開するコソボ平和執行部隊 (Kosovo Force:

KFOR) の指揮権を４月半ばをめどに欧州軍団に移管する方針を決定した29。他方、これを受

けて欧州軍団は他のEU諸国の協力を得て、少なくとも半年にわたり、同任務を遂行すること

になった。事実、ボスニア紛争後に同地域に展開された平和執行部隊 (Implementation Force:

IFOR) やその後を継いだ安定化部隊 (Stabilization Force: SFOR) が米国中心に編成されたのに

対し、５万人規模のKFOR部隊については、そのおよそ８割をヨーロッパが供出し、ヨーロッ

パ主導の紛争解決に意欲を示していた。これはまた、この問題をめぐりNATOとWEUの間で

取り交わされた「住み分け」の成果であったということもできるだろう。

　だが、このNATO決定の背後には米国の譲歩と読みもあった。譲歩とは、ヨーロッパ統合の

趨勢やCFSPの強化を不可避と見た米国が、停戦合意後の平和維持にかかわる権限をヨーロッ

パ側に手渡したことである。他方、読みとは、これが戦闘行動を伴わないミッションであった

点である。つまり、米国はこうした新たな軍事力の役割に係わる一部の権限をヨーロッパに譲

29  NATO Update, 2-8 February 2000 を参照。
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渡することによって、彼らの期待に応えるとともに、軍事作戦の根幹に触れる部分については

自らの手中に収めようとしたのである。

　こうして危機管理をめぐる米欧の動向が再び注目を浴び始めた２月、１週間（２月17日か

ら23日まで）にわたるCJTFの机上演習が実施された30。大西洋上に浮かぶ架空の島国キロ

ランド (Kiloland) で国内騒乱が持ち上がり、人道問題が発生したために、同国政府は国連安全

保障理事会に事態の収拾を要請した、その結果、同理事会から授権されたWEUが、平和維持

部隊を派遣するとの想定で進められたこの演習の眼目は、WEUがその軍事手段を選択する過

程を精査すること、及び、NATOの軍事資材をWEUに移転する際に生ずるNATOからの同意

取り付けを円滑に進めること、に置かれていた。そして、この演習もまた、一方ではヨーロッ

パ側の役割の拡大を、他方では、既述したように、米国が重視する決定手順の確認を、図るも

のだったのである。

　翻って、わが国の置かれた環境を考えれば、CFE条約によって大規模戦争や奇襲の恐れがほ

ぼ消失したヨーロッパの戦略状況と異なり、周辺地域においてなお多くの不確実な要素が残る

現実を直視しなければならない。否、むしろ、政治的緊張が容易に軍事対立に結びつかない構

図を築き上げたヨーロッパと対照的に、軍事対立の危険が増す気配すら感じられる。それ故、

軍事面での自主性を取り戻そうと模索する過程で、その主要な役割を領域の防衛から危機管理

ミッションに移し始めたヨーロッパの状況が、直ちにわが国の安全保障の在り方に反映される

こともないだろう。

　だが同時に、時代を同じくして進行するヨーロッパの現状を把握することは、21世紀の同盟

の在り方を含め、わが国にとって長期的視点に立った安全保障を見据える縁となるだろう。ま

た、軍事力の新たな役割として登場した危機管理への期待が、地域・民族紛争の頻発に伴い、

将来にわたり増大する傾向を示し続けるのであれば、わが国が国際平和の維持や創造に向け、

こうした役割を積極的に担ってゆくための準備を整える必要も生まれることだろう。事実、ア

ジア・太平洋地域における平和維持活動の中核を担おうと企図する米国が、フィリピン、タイ、

シンガポール、オーストラリア、これにオブザーバーとしてのマレーシアを加えた諸国との共

同訓練の実現に向けた協議を開始したことも伝えられている31。こうした意味でも、冷戦後の

軍事ミッションをめぐって展開される米欧の動向から目を離すことはできないのである。

30  このCJTF演習をめぐる以下の記述については、Western European Union, First ever joint WEU/NATO
Crisis management exercise, CMX/CRISEX 2000, 14 February 2000を参照。
31  『朝日新聞』平成12年４月６日（朝刊）を参照。




