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情報革命と安全保障

高　橋　杉　雄

はじめに

　20世紀の終盤に起こった情報革命は、人類の歴史上、農業革命、産業革命にも匹敵すると
言われる大規模な変革を引き起こしつつある1。情報革命によって社会は、工業主導社会から

高度情報化社会へと変化すると考えられる。高度情報化社会とは、高速情報ネットワークを有

し、情報が広く共有されている社会を指す。

　情報革命に端を発する変革は、社会、経済、ライフスタイルにまでも及んでおり、安全保障

についても影響を及ぼさないということはあり得ない。そこで本論文では、情報革命が安全保

障に及ぼす影響を検討し、我が国の安全保障政策を今後遂行していく上で考慮しなければなら

ない問題を明らかにすることを目的とする。その際、国際安全保障レベルの影響としてグロー

バリゼーション、国家安全保障レベルの影響として情報ＲＭＡとサイバー戦をめぐる問題につ

いての検討を行う。

１　国際関係への影響　－情報革命と「グローバリゼーション」

（１）「グローバリゼーション」とは何か

　情報革命が国際関係に与えている影響を考える上で、90年代に流行語となった「グローバ
リゼーション」を見落とすことはできない。「グローバリゼーション」が流行語となった背景

には、冷戦が終結し、資本主義のネットワークの拡大・深化が進み、国家間の相互依存状況が

大きく進展していることが直感的に広く認識されたことがあると考えられる。しかし、その具

体的な意味は必ずしも明確ではない。たとえば、「グローバリゼーション」と「トランスナショ

ナライゼーション」とはどう異なるのか、より具体的には、冷戦期に西側資本主義国間の間で

進んだ相互依存と、今日語られる「グローバリゼーション」とは概念的にどう異なるのか、と

1  アルビン・トフラー、ハイジ・トフラー（徳山二郎訳）『アルビン・トフラーの戦争と平和－21世紀、
日本への警鐘』（扶桑社、1993年）。
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いったことが疑問として提起できる。ここではまず、「グローバリゼーション」という言葉で語

られている現象について大まかに考察することとする。

　グローバリゼーションを概念規定する際には、大まかにいって２つの考え方がある。１つは

「絶対的規定」と呼ぶべきもので、グローバリゼーションの「グローバル性」を重視し、地球全

体を１つの「ステージ」として人類が活動することを前提におく考え方である。そう考えるな

らば、グローバリゼーションの過程は資本主義の拡大過程として捉えられ、18－19世紀にヨー
ロッパ諸国が世界中を植民地化したことによって初めてグローバリゼーションのための前提条

件が生まれたことになる2。

　もう１つの考え方は「相対的規定」と呼ぶべきもので、「グローバル性」よりも、主体（国民

国家体制においては国家）間の相互作用に注目する考え方である。すなわち、いくつかの国、地

域が結びついて相互依存のネットワークが形成されることをグローバリゼーションとして捉え

る3。そう考えるならば、18世紀以前であっても、たとえば15世紀に環インド洋圏に「海洋イ
スラムの世界」、東南アジア海域世界に「海洋中国の世界」が成立したことなども、グローバリ

ゼーションの１つとして理解されることになる4。

　ただし、この２つの考え方は対立的な関係にはない。  グローバリゼーションと言う言葉は、
-izationという接尾辞が付いていることからわかるように、現在進行中のプロセスを表す動的な
概念である。したがって、グローバリゼーションとは、グローバリズムないしトランスナショ

ナリズムが拡大し、地域間ないし国家間の相互依存のネットワークが形成され、またそれが地

球規模へと拡大した歴史的過程を表現する概念であると考えるべきであろう5。

　そう考えるのならば、90年代以降に「グローバリゼーション」という言葉で語られている現
象と、60年代から70年代、冷戦のさなかに西側諸国の間で進行した相互依存、あるいは第一次
世界大戦前の欧州諸国の貿易の発展は、現在に至る歴史的なプロセスの中で生起した現象の１

つの段階であるといえる。しかし、90年代以降に展開しているグローバリゼーションは、情報
革命の進展、冷戦の終結を背景として、それ以前とは異なる特徴を持っていると考えられる。次

にその問題について検討する。

2  Randall D. Germain, “Globalization in Histrical Perspective,”  in Randall D. Germain ed., Globalization
and Its Critics, (NY: St. Martin’s  Press, 2000), p.72.
3  Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, third edition, (NY: Longman, 2001）,
p.229では、「グローバリゼーションとは、複数の大陸に及ぶ相互依存のネットワークを通じて、資本、財、
情報、アイデア、人、軍事力、環境問題などの流れが生まれたり、影響を及ぼし合うことをいう」と定義
されており、これに近い。また、このように相対的にグローバリゼーションを捉える考え方としては、
Germain, “Globalization in Histrical Perspective,” in Germain ed., Globalization and Its Critics, p.73参
照。
4 「海洋中国の世界」「海洋イスラムの世界」については、川勝平太『文明の海洋史観』（1997年、中央
公論社）参照。
5  ただしそれは単線的な過程ではない。時折逆行しながら現在まで至ってきたものである。Keohane and
Nye, Power and Interdependence, p.229.
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（２）情報革命とグローバリゼーション

　いま、グローバリゼーションのことを、歴史的過程を表現する概念と規定したが、それは決

して単線的、不可逆的なプロセスであったわけではない。第一次世界大戦前の欧州、戦間期の

世界恐慌前の欧州、1960年代から70年代の相互依存の発展など、「グローバリゼーションの進
展」とみなされるような現象は過去にも何度かあった。そしてその都度、国際社会が根本的に

変革すると予測されてきたが、そうした予測は立てられる度にはずれてきた。これはおそらく、

そうした予測が、技術の発達が直接的に世界を変えると考える余り、政治的な要素を無視して

いたからであろう6。

　しかしながら、現在進みつつあるとされるグローバリゼーションは、冷戦を経験し、その中

で西側諸国の間で濃密な相互依存のネットワークが形成され、しかも冷戦が終結したことによっ

て旧東側諸国をもそのネットワークに取り込んだという政治的文脈を背景としている。したがっ

て、いまのグローバリゼーションは、輸送技術の発達や情報革命といった技術的な要素だけで

はなく、政治的な要素も働いて進んでいることが際だった特徴であると考えられる。

　これをもって現在のグローバリゼーションが不可逆的な段階に突入していると考えるのは即

断に過ぎるが、そこには以前の段階とは明らかに異なる特徴がいくつか現れている。この点は

さまざまな論者によって指摘されているが、大きく分けると以下の３つの特徴を抽出すること

ができよう7。

　グローバリゼーションといってもさまざまな側面があり、経済、環境、社会、軍事など、多

くの分野におけるグローバリゼーション（ないし反グローバリゼーション）をそれぞれ考える

ことができる訳だが8、通常、グローバリゼーションという場合には経済におけるそれを意味す

ることが多い。しかしながら、現在進行中のグローバリゼーションにおいては、これまで国境、

あるいは地理的距離によって制約されてきた国内社会それぞれの相互作用の密度が変わってき

ている。経済だけでなく、社会においてもグローバリゼーションが生じていると考えられるだ

ろう。これが現在のプロセスを特徴づけている第１の要素である。この背景としてはいくつか

の要因が考えられるが、まず、情報通信技術の急速な発展によりメディアが発達し、世界中の

6  Keohane and Nye, Power and Interdependence, p.215.
7  現在のグローバリゼーションの特徴については数多くの論考がある。なお、ジョセフ・ナイとロバー
ト・コヘインは、ネットワークの密度の増大、コミュニケーションコストの低下と情報伝達速度の増大、
アクターの多様化の３点、田中明彦は国際金融市場の統合、産業内貿易や企業内貿易の増大、グローバル
なアクターの増大、国際的ネットワークの併存、イデオロギー対立の希薄化の５点を指摘している。
Keohane and Nye, Power and Interdependence, pp.240-247; 田中明彦『ワード・ポリティクス』（筑摩書
房、2000年）35-38頁。
8  Keohane and Nye, Power and Interdependence, pp.228-263では、経済、環境、社会、軍事などさまざ
まな分野におけるグローバリゼーションについて考察されている。
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どこに対してもほぼリアルタイムで情報が供給されるようになることによって、情報伝達とい

う意味において世界が一体化したことが指摘できるだろう。地球の裏側で起こっている出来事

でさえもほぼリアルタイムで認識できるようになったため、単に国内社会だけでなく、国際的

な事象に対しても個人が関心を持ちやすい状況が生まれているのである。このことにより、「Ｃ

ＮＮ効果」と呼ばれるように、特に先進民主主義諸国において、メディアが世論形成及び政策

決定に大きな影響力を持つようになりつつある。

　次に、国際政治のアクターが多様化していることがあげられる。それは特に、環境問題や対

人地雷など、地球規模で関心が共有されるようになったいわゆる「グローバル・アジェンダ」に

おける、国家を超えた規模でのＮＧＯの活動に見ることができる。ここでは、インターネット

などの情報技術の発達により、個人が情報を受発信するコストが劇的に低下したことと、民間

航空網の発達により人間の移動が容易になったことが大きな役割を果たしていると考えられる。

そのため、個人、ＮＧＯなどのサブステートアクターが、国境を越えて情報を共有することが

容易になり、活動が活発になったということができよう。

　また、いわばグローバリゼーションの負の面としての、国際テロ組織の活動についても指摘

しておく必要がある。テロ組織も、情報ネットワークの発達、人的移動の活発化といったグロー

バリゼーションの成果を活用して活動している。また、2001年９月11日にアメリカのワシント
ンとニューヨークで起こった同時多発テロ事件は、現在の国際社会に対して、テロ組織が大き

な脅威となっていることを示した。

　第２の特徴として、少なくとも一部の国家間関係において、相互依存の形態が質的に変化し

つつあることがあげられる。よく言われることだが、第一次世界大戦直前や、戦間期の欧州諸

国において、貿易依存度という点における相互依存度は極めて高かったにもかかわらず、それ

は戦争を防ぐ要因にはならなかった9。しかしながら、現在展開している相互依存は、それまで

のものとは異なる性格をもっており、少なくとも一部の国家間関係の性質を変えつつあると考

えられるのである。代表的な論考としてはリチャード・ローゼクランスの「バーチャル国家」論

や、田中明彦の「新しい中世」論があげられよう。

　「バーチャル国家」論とは、現在の相互依存度は、単に貿易だけではなく、直接投資において

も大きいこと、国内では研究と製品設計、マーケッティングのみを行い、生産拠点を持たない

「ヘッドネーション」と、それらの国々からの直接投資に基づいて生産活動を行う「ボディネー

ション」との間での国際分業体制が進んでいることがそれ以前の相互依存との質的相違である

と考えるものである。そこにおいては、国家の主要な関心事は、いかにして国際貿易、直接投

9  鴨武彦『国際安全保障の構想』（岩波書店、1990年）159-171頁、田中『ワード・ポリティクス』31-
35頁。
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資を促進するかとなり、また、パワーリソースが、天然資源のような国土や領域に依拠するも

のから、資産・サービスや人的資本のような、地理的要素とは切り離されて存在するものへと

移行していくことによって、パワーをめぐる国家間の競争が戦争という形態をとりにくくなる

と主張されている10。

　「新しい中世」論は、自由主義的民主制が定着し、また市場経済の制度が確立している国々の

間は、様々な形での相互依存が進み、「新たなる中世」と呼ぶべき圏域を構成していると主張す

るものである。新中世圏を構成する国家同士では、お互いを対象とした軍事行動をとることは

ほとんど考えられず、互いの相互依存から生まれる摩擦を調整していくことが国際政治のメイ

ン・アジェンダとなっているとされる。

　こうした議論はそれぞれかなりの説得力を持つものである。彼らが指摘するような傾向が将

来にわたって永続的に続くかどうかはわからないが、いずれにしても、少なくとも現段階にお

いて相互依存の状況が質的に変化しつつあることは確かであり、それが、少なくとも一部の国

家間関係の有り様を変化させていることは確かであろう。グローバリゼーションを、地域間な

いし国家間の相互依存のネットワークが形成され、またそれが地球規模へと拡大した歴史的過

程を表現する概念であると規定するなら、それはバーチャル国家のネットワークや、新中世圏

が拡大していくプロセスとも考えられる。

　第３にあげられる特徴としては、これら２つの特徴の帰結として、少なくとも一部の国家間

関係において、その相互作用の在り方が変化しつつあることである。

　現実主義的世界観に基づくならば、最終的に軍事力に集約される「ハードパワー」が国家の

影響力の多寡を決める要素であると考えられる。しかしながら、冷戦終結後においては特に、

「ハードパワー」がその重要性を完全に失ったわけではないにしても、「ソフトパワー」が大き

な意味を持ち始めていることが指摘されている11。彼らによれば、国家間関係が何らかの形で

のパワーゲームであることは不変であるとしても、軍事力や経済力のような実体的なパワー以

外の要素が、国際政治の力学において無視できない位置を占めつつあるとされる。たとえば、田

中明彦の「ワードポリティクス」論では、国際政治において他のアクターに影響力を行使する

手段として、実体的なパワーだけではなく、言葉によるシンボルの操作能力、すなわち「言力」

が有効な手段になりつつあると指摘されている12。これらの議論もまた、近年の国際政治の状

10  リチャード・ローゼクランス『バーチャル国家の時代　21世紀における富とパワー』（日本経済新聞
社、2000年）。
11  Keohane and Nye, Power and Interdependence, pp.220-223.
12  田中『ワード・ポリティクス』5-8、131-134頁。もちろん、「言力」の背後には実体的パワーが必要
であるが、それらも、直接的に脅迫や報酬に用いられるのではなく、言葉を通じてのコミュニケーション
を支える要素として用いられるとここでは考えられる。
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況から見て説得力の強い議論である。

　ここまで見てきたように、現在展開しているグローバリゼーションは、国際関係を以前とは

異なるものに変革しつつある。もちろん、それをもたらした大きな要因は冷戦が終結したこと

だが、情報革命もその中で不可欠な役割を果たしている。いまあげた特徴の中で、メディアの

発達、国際政治のアクターの多様化など、多くの要素が情報革命なしには生まれなかったと考

えられる。だとすれば、情報革命は、国際政治の基本的な力学を変えつつあるといえる。現在

起こりつつあるそうした変革が定着していくのかどうかは明らかではないが、どのような影響

が国際安全保障にもたらされるつつあるのかを次に検討する。

（３）グローバリゼーションと国際安全保障

　現象面から捉えるならば、グローバリゼーションとは、地球の裏側で起こった事象が自らに

関係してくるような状況が生まれることである13。そうしたグローバリゼーションは、前述し

たように経済、社会など、さまざまな分野において展開している。グローバリゼーションが国

際安全保障にもたらしうる影響を考える場合、まずイシューエリアとしての安全保障そのもの

にグローバリゼーションが起こっているのかどうか、ということと、他の分野で展開している

グローバリゼーションが安全保障にどのような影響を及ぼすかということを検討しなければな

らない。

　だが、安全保障においてグローバリゼーションが進んだ時代というのは、現在ではなく、冷

戦期だったというべきであろう。当時は、グローバルな対立構造が地域レベルに持ち込まれて

代理紛争が生じることもあれば、逆に地域対立が米ソの核戦争へとエスカレートする危険があ

る場合には、それが武力紛争となるのを抑えられることもあった。このように、地域レベルの

対立が何らかの形でグローバルな対立構造との関係を持ち得ていたという意味で、安全保障分

野では冷戦期にグローバリゼーションが展開していたといえるのである。確かに冷戦後も、大

量破壊兵器の拡散など、安全保障におけるグローバル・アジェンダというべき問題がある。し

かしながら、90年代は、数多くの地域紛争がグローバルな対立構造とのリンクを断ち切られて
顕在化した時代であることを考えれば、全体としては、安全保障については、現在のところグ

ローバリゼーションというよりも、むしろ「安全保障の地域化」すなわちローカリゼーション

が基調となっているといえる14。

13  このような現象を経済の面で描写したものとしては、榊原英資『日本と世界が震えた日　－サイバー
資本主義の成立』（中央公論新社、2000年）を参照。
14  Keohane and Nye, Power and Interdependence, pp.242-243. 高橋杉雄「協調的安全保障概念の再定義と
アジア太平洋『地域』の安全保障」『防衛研究所紀要』第２巻第２号（1999年９月）29-46頁。
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　すると問題は、安全保障そのもののグローバリゼーションではなく、情報革命を受けて経済

や社会で展開しているグローバリゼーションが与える影響ということになろう。

　前述のとおり、社会のグローバリゼーション、相互依存の質的変化、国家間の相互作用の変

化が、90年代のグローバリゼーションを特徴づけている。そしてもし、「新たなる中世」論や
「バーチャルステート」論で指摘されているような形での相互依存の質的変化がグローバルな規

模で訪れるのならば、国際政治における主要な課題は経済的な問題となり、軍事的な安全保障

問題は後景に退くことになろう。

　しかしながら、現在においては、ナショナリズムが消滅したわけでも、「新中世圏」が世界大

に拡大したわけでもないため、安全保障上の問題が生じる可能性は決して低いものではない。ま

た、2001年９月11日に起こった同時多発テロで明らかになったように、グローバリゼーション

を活用したテロ組織の活動が現実の脅威として存在している。たとえば、「新しい中世」論によ

れば、相互依存の質的変化が生じた国家間関係である「新中世圏」内の国家間では、軍事力が

敵対的に使用される可能性はほとんどなくなっているものの、「新中世圏」の国家と「近代圏」

の国家の間や、「近代圏」の国家同士に存在する摩擦は、場合によっては軍事対決にも結びつく

と考えられている。

　「新たなる中世」論の枠組みに基づくか基づかないかは別にしても、グローバリゼーションが

不均等に発展していることは明らかである。そのため、一部の国家では国際関係の構造的変化

への道が開け、安定的な関係が成立しているが、それ以外の国家との関係においては軍事的対

立に至る可能性がある。そうした軍事的対立は、安全保障がローカル化しているために地域紛

争の形をとることになり、「新中世圏」国家と「近代圏」国家の対立や、地域内での「近代圏」

国家同士の対立ないしそれへの「新中世圏」国家の介入という形をとることになる。

　こうしたパターンの紛争を抑止・対処する国家間協力の枠組みをどう構築していくかという

ことが、グローバリゼーションと安全保障との関係の上で注目すべき問題である。物理的なメ

カニズムに裏打ちされた上で、こうした枠組みを構築することができれば、戦略環境の不確実

性を低減することができよう。そうなれば、新たな特徴を持って展開しつつあるグローバリゼー

ションの拡大再生産が促されることになると考えられる。

　情報革命を軸として展開している「軍事における革命（Revolution in Military Affairs: RMA）」
は、こうした紛争抑止・対処の物理的メカニズム構築の文脈において大きな役割を果たすこと

になると考えられる。次節では、ＲＭＡを中心に、情報革命が軍事安全保障の面でどのような

影響を与えうるかを検討する。
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２　軍事安全保障への影響―情報ＲＭＡ

　前節では、安全保障をめぐる問題が展開する「場」に対する情報革命の影響として、グロー

バリゼーションに関して検討した。ここでは、情報革命が、安全保障に関わる問題そのものに

どう影響するかを、情報革命による「戦争の仕方」における変化であるＲＭＡをめぐる問題を

中心に考察する。

（１）情報ＲＭＡ概念

　情報革命が安全保障に及ぼす影響は、次の３つのレベルに整理することができる15。第１の

レベルは、戦争の「道具」、つまり兵器システムに先進情報技術を応用することによるもので、

軍事技術における変化である。第２のレベルは、戦争の「仕方」、すなわち新たな作戦概念や組

織構造を作りだし、戦闘効率を向上させていくことである。第３のレベルがもっともマクロな

もので、戦争そのものの変化である。ここでは、戦争の目的や、主体、範囲、烈度の変化など

が引き起こされることになる。前節で検討したグローバリゼーションをめぐる問題は、この第

３のレベルに位置づけられる。情報ＲＭＡをめぐる議論は、この中で第２のレベルに含まれる

議論である。

　情報ＲＭＡとは、端的に言えば「情報革命の軍事的な側面」というべきものであるが、概念

としては70年代末から80年代に生まれていたものである。それが、湾岸戦争で米軍のハイテ
ク通常戦力の威力が明らかになったことによって大きく注目されるようになった16。情報ＲＭ

Ａにはさまざまな側面があるが、「軍事力の目標達成効率を飛躍的に向上させるために、情報技

術を中核とした先進技術を軍事分野に応用することによって生起する、装備体系、組織、戦術、

訓練等を含む軍事上の変革」と定義される17。

　情報ＲＭＡの主要な構成要素は、大まかにいえば次の３つからなっているが、それぞれに情

報革命が関わっている。第１は、情報技術の発達を背景に多様なセンサーを整備することによ

る戦場認識能力の向上や、それらの情報をネットワーク技術を活用して各部隊がリアルタイム

で共有するなどの情報システムの革新であるが、これは情報革命がなければ実現しない。第２

15 Jeffrey R. Cooper,“Another View of Information Warfare: Conflict in the Information Age,”  in Stuart
J. Schwartzstein, ed., The Information Revolution and National Security: Dimensions and Directions (Wash-
ington, D.C.: The Center for Strategic and International Studies, 1996), p.124.
16 情報ＲＭＡについては、高橋杉雄「ＲＭＡと２１世紀の日本の安全保障」『新防衛論集』第 27巻第４
号（2000年３月）57-74頁、防衛庁防衛局防衛政策課研究室『情報ＲＭＡについて』（2000年９月）（http://
www.jda.go.jp/j/library/archives/rma/rma.pdf）を参照のこと。
17 防衛庁防衛局防衛政策課研究室『情報ＲＭＡについて』６頁。
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は、発見された目標に対して長距離からピンポイントの攻撃を迅速に行うための精密誘導兵器

をはじめとする兵器システムの革新である。これは、必ずしも情報革命がなくとも実現しうる

ものであるが、精密誘導兵器を効率的に運用するためには第１の要素によって提供される情報

が不可欠であるから、やはり情報革命と切り離すことはできない18。このように、情報ＲＭＡ

と情報革命とは、密接に関係しているがイコールではない。単純に情報システムや兵器システ

ムに高度技術を応用するだけでは「軍事における情報革命」に過ぎない。それを「軍事におけ

る革命」にするためには、新たな戦い方に合致した組織や戦術を構築することなど、指揮・運

用に関わる革新を行うことが必要である。これが第３の要素であり、最終的に情報ＲＭＡの方

向性を決定づけるものとなる。

　最適な組織、戦術の在り方は、技術的な要因によってのみ決定づけられるものではない。こ

れらは、最終的にはその国がおかれた戦略条件の中で、軍に与えられる役割・任務に適合した

形になることになる。ＲＭＡという現象において、情報革命は重要な要素ではあるが全ての決

定要因とはならない。政治的要因が働いた上で、最終的にその国の情報ＲＭＡの目指す方向が

決定するのである。次に、そうした問題を検討した上で、グローバリゼーションが展開しつつ

ある現代世界において、情報ＲＭＡが持つ意味を検討する。

（２）情報ＲＭＡと現代世界

　情報ＲＭＡの最終的な方向性が、政治・戦略的要因で決められるとすれば、情報ＲＭＡに世

界でもっとも積極的に取り組んでいる米国にしても、冷戦期のような戦略環境と冷戦後の戦略

環境とでは方向性は大きく異なることになる。仮に冷戦期のような戦略環境で情報ＲＭＡを追

求するとすれば、ヨーロッパでワルシャワ条約機構軍との、戦術核、戦域核の使用を含む大規

模戦闘に勝利することを目標に方向性が定められただろう。

　しかし、冷戦後の世界においてはそうした大規模戦闘が起こる可能性は低く、むしろ地域紛

争への対処が優先されるようになっていることから、地域紛争への介入能力が重視されること

になる。米国の場合は、そうした紛争が生起するのは自国領土から地理的に離隔しているため

に、パワープロジェクション能力が重視されることになる。そのような紛争は、冷戦期のヨー

ロッパで起こり得た戦闘に比べて、米国の死活的な国益に与える影響は低いと考えられる。し

たがって、国内世論の支持を得るためには、介入するとしても自国のコスト（＝死傷者）を極

小化する必要がある。また、メディアが発達した現代国際社会においては、介入行動を起こす

際には国際世論の支持を得ることも重要な要素になっていることを考えれば、たとえ敵国であっ

18 Kenneth Allard, Command ,Control, and the Common Defense, revised edition, (Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1996), p141.
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ても、民間人への付随的損害を極小化し、「きれいな戦争」を遂行しているイメージをつくるこ

とが求められる。したがって、長距離精密誘導攻撃能力もまた、重視されることになる。

　ここでは米国について検討したが、情報ＲＭＡといっても、現在のところ現実に具体的な施

策を行っているのは米国及びその同盟国にとどまっているため、現時点においてここに描いた

ものと大きく異なる方向性をもった国が生まれるとは考えにくい。そしてそれらは、先の区分

でいうところの「新中世圏」の国家である。前述したとおり、「新中世圏」にとっての安全保障

上の脅威は、「近代圏」との関係の中から生じると考えられる。その関係においては、情報ＲＭ

Ａは次のような２つの意味を持つ。

　１つは、情報ＲＭＡの結果として、特に在来型の軍隊との通常の戦闘においては味方の損害

を極小化することが可能になるため、「新中世圏」と「近代圏」との関係において紛争の敷居が

低下しうることである。前述したように、この両者、あるいは「近代圏」に属する国家の間で

は、軍事的対決の可能性をはらんだ対立が起こる可能性がある。そして、情報ＲＭＡの結果と

して、味方のコストをそれほど考えることなく、また国内外の世論を一定程度確保できるよう

な形の武力行使が行えるとなると、「新中世圏」側にとっては、「近代圏」との対立に際して軍

事行動へと踏み切りやすい状況が生まれることになる。他方で、武力行使の対象とされた「近

代圏」に属する国としては、情報ＲＭＡに対抗するために、大量破壊兵器やテロのような、い

わゆる「非対称」な手段を追求することになるだろう。したがって、「新中世圏」側としては、

さらにそれに対抗するためにミサイル防衛構想を推進したり、テロに対する協力態勢を強化す

ることが必要となる。

　もう１つの意味は、「新中世圏」にある国々の軍事的な結びつきを強化することである19。情

報革命が自動的に情報ＲＭＡに結びつくわけではないが、情報革命が起こらなければ情報ＲＭ

Ａは起こらない。したがって、少なくとも当面は、情報ＲＭＡを実現しうるのは「新中世圏」に

属する先進国のみであろう。とはいえ、そのためには膨大な情報収集・処理能力や高度にハイ

テク化された通常戦力を備えることが必要であり、米国以外の国が独力で追求することは極め

て難しい20。そのため、米国以外の先進国は、米軍の情報収集能力や軍事技術との結びつきを

強めながら自らの情報ＲＭＡ化を追求することになるだろう。その結果、そうした国々同士の

軍事的な結びつきが強化されることになろう。ただ、こうなると同盟国は、核戦力だけではな

く通常戦力においても米国への依存を強めることになる。すなわち、米国の同盟国が効率的な

作戦行動を行うには米国の協力が不可欠になっていく可能性もあるといえよう。

19 Joseph S. Nye Jr. and William A. Owens,   “America’s Information Edge,”  Foreign Affairs, Vol.75,
No.2(March/April 1996), pp.20-36.
20 現在既に、米軍とＮＡＴＯのヨーロッパ諸国の軍の間での能力ギャップが問題となっている。James
P. Thomas, The Military Challenges of Transatlantic Coalitions, Adelphi Paper, No. 333, (Oxford: Oxford
University Press, 2000).
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　このように、情報ＲＭＡは、地域紛争を抑止・対処し得る軍事的な枠組みを西側先進国群に

対して提供するとともに、それらの結びつきを強化することになる。そうなれば、今後の安全

保障環境に関する予測可能性が高まることになろう。このように、安全保障上の不確実性が低

減されるとすれば、現在展開しているグローバリゼーションの拡大再生産を物理的に保障する

機能を果たすことになると考えられる。同時に、情報ＲＭＡは現実には米国を中心に進んでい

ることを考えると、グローバリゼーションの中心にあると考えられる米国の優位を、潜在敵国

のみならず同盟国に対しても確立する効果をも持つと考えられよう。

３　サイバー戦と安全保障

（１）概念的検討

　前節では、物理的な破壊力としての軍事力に及ぼす変化として、情報ＲＭＡに関する問題を

論じてきた。しかし、情報ＲＭＡの重要な要素として落とすことができないのが、サイバー戦

概念の出現、すなわち、サイバースペースという電子的空間での攻防が戦争の新たな次元とし

て生まれつつあることである21。

　サイバー戦の中には、ハッキング、コンピュータ・ウイルス、ロジック爆弾などが含まれ、次

のような特色がある。第１に、サイバー戦の攻撃対象となるのは相手のコンピュータ・システ

ムであり、物理的な破壊を直接には伴わないことである。ただし、たとえば相手国の航空管制

システムを麻痺させたならば、それによって航空機が墜落するなどの物理的な損害が間接的に

生じることになる。第２に、攻撃を行う主体が国家には限らないことである。通常の物理的な

破壊であれば、大規模な破壊を行おうとすれば多くの人数が必要とされる。したがって、組織

的に暴力を行使できるのは、ほぼ国家及びテロリスト組織に限定される。しかしながら、サイ

バー戦の場合には、卓越した能力を持つ個人がいればそれで十分な効果を発揮しうる。仮にあ

る国がサイバー攻撃を受けたとしても、それは他の国家から行われているとは限らない。第３

に、攻撃主体を識別することが困難なことである。物理的な攻撃であれば、視認するかレーダー

情報を分析することによって容易にどの国からの攻撃が加えられているのか判断することが可

能である。しかし、サイバースペースにおいては、どこから、どの経路によって攻撃が加えら

れたのか識別するのは困難である。

21 この問題についての包括的研究としては、Martin C. Libicki, What Is Information Warfare? (Washing-
ton, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995)がある。
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　また、さまざまなレベルでのサイバー攻撃が考えられる。戦略レベルにおいては、戦略爆撃

のように相手の社会インフラへの攻撃に用いられるだろうし、戦術レベルにおいては、相手の

軍隊の指揮統制系統をはじめとする情報システムへの攻撃に用いられるだろう。　

（２）サイバー戦の役割

　サイバー戦をめぐる安全保障上の問題は、サイバー攻撃によってどのような被害が生じうる

のか、軍事戦略上どのような位置づけを与えられるのか、防御はどのように行うのか、という

ことであろうが、これらはそれぞれに回答困難な問題である。まず、被害についてだが、これ

は完全に予測不可能である。適切な防護措置が施されればほとんど被害を受けないこともある

だろうし、場合によっては大きな打撃を受けることも考えられる。しかしながら、サイバー戦

のみによって戦争の帰趨が決するほどの効果を持つかどうかについては疑問を提示すべきであ

ろう。これは第３の論点とも関連するが、サイバー戦に対する防護は、暗号技術、ワクチンな

ど、理論的には可能なものであり、問題なのはどれほどコストを費やすかということでしかな

いからである。したがって、ある程度成熟した情報社会であれば、かなりの防護能力を備える

ものと考えられる。

　次に、軍事戦略上どのように位置づけられるかという問題だが、これはどの程度の効果が期

待できるかによって変わってくることになろう。ここで述べたように、戦争の帰趨を決するほ

どの効果は持たないと考えるならば、物理的な軍事力行使の補助的な手段として位置づけられ

ることになろう。たとえば、開戦劈頭の５分間でも相手のＣ４ＩＳＲシステムを麻痺させるこ

とができれば、相手に対して軍事的優位に立つことが可能となる。ただし、軍の情報システム

は特に防護が重視されるであろうから、限定的な効果を得ることもそれほど容易なことではな

いだろう。ただし、軍事行動を支援する、輸送ネットワークなどの民間インフラの防護は、軍

事システムほどは厳重ではないだろうから、そういった部門を標的にして、戦場での優位を獲

得しようとすることも考えられる。ただし、どのような被害が出るか、実行してみないとどの

ような効果が得られるのかわからないということであれば、軍事目標を達成するための手段と

しての信頼性は低くならざるを得ない。

（３）サイバー戦と法的問題

　サイバー戦をめぐる問題でもう一つ大きなものは、法的な問題である。

　前述したとおり、サイバー戦には、物理的な破壊を直接的には伴わないことと、攻撃を行っ

ている主体を識別することが困難だという特徴がある。したがって、具体的には、サイバー攻
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撃を受けたことは果たして自衛権の発動要件を満たすか否か、反撃するとして誰に反撃するの

か、また、どのような手段によって反撃するのか、が問題になると考えられる。

　サイバー攻撃によって物理的な破壊が引き起こされれば、国際法上自衛権の行使は可能だと

考えられる22。また、サイバー攻撃が単独で行われるのではなく、たとえば既述したように、開

戦劈頭にＣ４ＩＳＲシステムを麻痺させるために行われ、その後に物理的な攻撃が行われるこ

とが合理的に推定されるような場合でも可能であろう。この場合は電子戦と同様のケースだと

考えられる。

　次に手段の問題だが、仮に物理的破壊を伴った場合には、物理的手段によって反撃すること

も容認される。しかしながら、自らがサイバー攻撃の手段をもっていない場合に、サイバー攻

撃を受け、しかも物理的な損害が生じていないような場合に物理的手段で反撃することが正当

性を持つか否かについては疑問が残る。ただし、それが反撃であれ、サイバー攻撃を行うこと

は、国家自らが組織的にコンピュータ犯罪を犯すことを意味することに留意する必要があろう。

　最大の問題は、攻撃を行っている主体に関する問題である。仮に法的な枠組みが整備された

としても、誰が攻撃を仕掛けているのか認識できないならば、反撃すべき相手が明らかになら

ないため、全く意味を持たない23。ただし、これは法的問題というよりは技術的な問題である。

法的な問題として指摘しておかなければならないのは、攻撃を行っている主体が外国の個人だっ

た場合であろう。この状況で反撃を行うとすればそれはその個人が住んでいる国の情報システ

ムに攻撃を仕掛けることになってしまう。したがって、その個人が住んでいる国の国内法によっ

て処理されなければならないわけだが、両国が対立関係にある場合には取り締まりが行われな

いことも考えられる。

　以上のように、サイバー戦はまだ未発達の概念でもあり、さまざまな問題が存在する。この

問題を解決し、高度情報化社会の安全を保っていくためには、法律、軍事、政治など、さまざ

まな角度からの取り組みが必要となろう。

まとめ―情報革命の我が国の防衛・安全保障政策への影響―

　ここまで見てきたように、情報革命はさまざまな変化を引き起こしている。国際政治レベル

においては、グローバリゼーションの展開を支える不可欠な要素となっており、今後の世界の

22  Gregory D. Grove, Seymour E. Goodman, and Stephen J. Lukasik, “Cyber-attacks and International
Law,”Survival, Vol. 42, No.3 (Autumn 2000), p.92.
23  Wary Gary Sharp, Sr., Cyberspace and the Use of Force (VA: Aegis Reserch Cooperation, 1999), pp.132-
142.
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有り様を大きく変える可能性を有している。国家安全保障レベルでも、情報ＲＭＡやサイバー

戦をめぐる問題を見ればわかるように、今後安全保障政策を実行していく上で大きな影響を与

える要素となっている。

　このように、情報革命が安全保障に関する前提を大きく変えるとすれば、たとえば、大平内

閣の際に作成された「総合安全保障」に関する報告書のように、我が国としても国家として情

報化時代の安全保障をどう考えるのか、国家レベルの「ビジョン」というべきものが必要とさ

れるであろう。その際、少なくとも以下の４つの論点について検討しなければならない。

　第１の論点は、情報革命と冷戦の終結を背景として展開している現在のグローバリゼーショ

ンの中で、日本はどのような位置にあるのかということである24。前述したとおり、現在のグ

ローバリゼーションの特質は、社会のグローバリゼーションの進展、相互依存の質的変化、国

家間の相互作用の変化、の３点である。我が国は、「新中世」論において「新中世」国家である

とされることや、1985年のプラザ合意を契機としてアジア地域への直接投資を活発化させ、ア
ジア経済の「構造転換連鎖」25の引き金となるなど、「バーチャル国家」としての特徴も持って

いることから考えると、グローバリゼーションに深く取り込まれつつあると考えることができ

るだろう。

　第２の論点は、グローバリゼーションの中で、日米同盟の位置づけをどう考えるべきかであ

る。

　グローバリゼーションが展開しているとはいえ、アジア太平洋地域には、朝鮮半島、台湾海

峡といった、軍事力が行使される可能性を伴った安全保障上の懸念が残存している。したがっ

て、この地域では、少なくとも一部において、国家間の相互作用の形態そのものの変化は引き

起こされていないのである。こうした不安定要素が現実の武力衝突に発展するのを抑止するの

が日米同盟の主要な存在理由となっている。すなわち日米同盟は、地域紛争へ対処する役割を

果たし、将来の不確実性を低減することによって、グローバリゼーション（ないしは米国主導

型世界秩序）の拡大再生産を物理的に保障するメカニズムとなっていると考えられる26。

　ただし、冷戦後の同盟が、実効的な紛争対処能力を強化しつつあることと、情報ＲＭＡの影

響で武力行使の敷居が低下していく可能性があることには留意しなければならない。冷戦期に

おいては、米国は核戦争を抑止することを戦略目的とし、全面核戦争へのエスカレーションラ

ダーの構築など、軍事力を「使えなくする」ことをある種の目的としてさまざまな政策を行っ

24  グローバリゼーションが展開している現代世界において日本のとるべき対外政策については、田中明
彦『ワード・ポリティクス』76-102頁において説得的な議論が展開されている。
25 「構造転換連鎖」については、渡辺利夫『新世紀アジアの構想』（筑摩書房、1995年）139-180頁を参
照。
26  米国主導型世界秩序に関する議論としては、石川卓「日米中関係と『新世界秩序』」『海外事情研究所
報告』第 34号（2000年３月）171-182頁を参照。



高橋　情報革命と安全保障

105

てきた。しかし、冷戦が終結すると、地域紛争に対処するために、軍事力を「使える」ものへ

と変革しつつある。それを「ハード」の面で支えているのが情報ＲＭＡだが、「ソフト」の面か

ら支えているのが、ＮＡＴＯの機能強化や日米同盟の「再確認」などに見られる、同盟の域外

紛争対処能力の強化なのである。

　第３の論点は、日米同盟の中での日本の役割をどう規定するかである。

　前述したとおり、情報ＲＭＡは、単純に技術的な要素だけによって引き起こされるわけでは

ない。最終的にはその国がおかれた戦略環境の中で、軍に与えられる役割・任務に適合的な形

で情報ＲＭＡの方向性が決定づけられる。日本においてそれを決める大きな要素となるのが、日

米が日米同盟の中でどのような役割分担を行うかである。

　たとえば、現状のように、弾道ミサイルを除けば、大規模な武力攻撃が生起するとは考えに

くい戦略環境下において、米国が兵力を提供し、日本が基地及び後方地域支援を提供するとい

う役割分担を今後もとり続けるのであれば、自衛隊が情報ＲＭＡ化する必要は必ずしもない。そ

こで必要なのはＢＭＤ能力を備えて我が国及び在日米軍基地に対する弾道ミサイル攻撃への防

護能力を備えることと、米軍が今後進めていく兵站システムのデジタル化に対応し、情報ＲＭ

Ａ化された米軍に対しても後方地域支援を行う能力を確保することである。

　しかしながら、もし仮に我が国が地域紛争に対して米軍に直接的な協力を行うようになるの

であれば全く異なる状況が生まれる。その場合には、最低でも１個師団ないし１個旅団程度の

部隊をデジタル化し、情報ＲＭＡ化された米軍と連合作戦を行う能力を備えることが必要になっ

てくる。

　第４の論点は、サイバー戦に対してどう対応するかということである。

　前述したとおり、サイバー戦に関連する問題には、技術的なものだけではなく、法律的な問

題や行政的な問題が数多くある。最近注目されている問題でもあり、2000年２月に「不正アク
セス行為の禁止等に関する法律」が施行されるなど、我が国においてもすでにある程度の取り

組みがなされている27。しかしながら、今後社会の情報化が進むにつれて、サイバーセキュリ

ティの重要性はますます高くなっていくことが予想される。そのため、防衛庁・自衛隊は自ら

の情報ネットワークを防護しているだけでは不十分であろう。社会インフラ（特に自衛隊の活

動を支援するもの）へのサイバー攻撃への対処に関する防衛庁・自衛隊による取り組みに加え、

警察を始め、総務省、国土交通省、経済産業省等との役割の分担を確定するなど、我が国とし

ての防護態勢を確立しておく必要がある。

　ここで４点あげた論点を要約すれば、第１点は日本がどのように世界の中の自己を規定する

27  この問題については、山内康英、浜口勤「情報社会の危機管理と安全保障　－最近の動向と社会的対
応策の検討」『民主主義研究会紀要』第 29号（2000年 12月）で詳細に論じられている。
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か、第２点は日本の安全保障政策の基本である日米同盟が世界で果たしている役割をどう規定す

るか、第３点はその中で日本が果たすべき役割をどう考えるか、第４点は情報革命によって生ま

れる新たな問題にどう対応するか、であり、いずれも情報革命が展開している現代世界で日本の

安全保障を考える上で重要な意味を持っている。こうしてみればわかるように、このうちの３点

が、実は情報革命とは無関係に日本の安全保障政策を考える上で議論されねばならない問題であ

る。すなわち、国家にとって重要なことは、情報革命を経ようが経まいが実は不変であるといえ

よう。それは、我が国がどのような目標を持つのか、また、どのような戦略によって、それを実

現させようとするかということである。




