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新しい国際環境下の日米同盟関係

―戦略対話の必要とその前提条件―

近　藤　重　克

はじめに

　冷戦終結から時間が経過するにつれ、国際安全保障環境は世界大戦のような大規模な戦争

の危険は大幅に後退したが、平和と安定の確立という点からは、困難性を増している。他

方、国際関係においては、アメリカ一極構造が顕著になっている。しかし、このことは米国

単独で世界の警察官の役割を果たせるとか、米国が脆弱性を持っていないということを意味

しない。

　このことをドラスティックに示したのが、2001年9月11日に米国で発生した同時多発テロ

である。このテロ事件は、国際的にネットワーク化したテロ組織あるいは、個人も含め、非

国家主体が、従来は国家しか手にすることができなかった破壊力を持ちうる深刻な可能性が

存在することを明らかにした。この危険性は、現在急速に進みつつある科学技術の発展とそ

の拡散を促しているグローバリゼーションによって高まっている。

　他方、国家対国家の対立、あるいは独自の国家の建設を目指すことから生起する紛争も絶

えない状況が存在している。また、国民に平和な生活を提供できない破綻国家、あるいは、

破綻寸前の国家も増大しており、この問題への対処が国際社会にとって大きな課題となって

いる。

　このような冷戦後の新たな安全保障環境において、平和の確保のための国際協力が一層重

要になっている。日本は、たとえ国連の活動であっても、憲法によって禁じられていると解

釈されている武力の行使にあたるとみなされるものには、参加できない。しかし、９・11事

件後のアフガニスタン作戦においては、この作戦に参加する外国艦艇に対して給油という後

方地域支援に限定されているが、日本は自衛艦をインド洋に派遣している。このような状況

は、この事件の前までは想定されなかったことである。

　また、インド洋での自衛艦の給油活動の大半は、米軍艦艇に対してである。そのため、日

米安全保障協力が、日米同盟関係が本来前提とした地理的な範囲を超えて行われることに

なった。このことは、日米同盟関係に新たな次元が加わったことを意味する。

　さらに、日米同盟関係は、50年の歴史を経過した。その間、この同盟関係は、米国が標榜

する基本的人権、自由、民主主義、市場経済を普遍的な価値として共有するものに発展し
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た。日米同盟関係は、東アジアの平和と安定の維持だけでなく、国際社会におけるこれらの

諸価値の実現が、同盟関係の基本的な目標になろうとしている。

　このような状況から、21世紀の地域、国際社会において、日米同盟関係の重要性は増大し

ていると言える。そのため、両国が協調的な安全保障政策を遂行する上で、日米間に間断の

ない戦略対話が必要になる。同時に、今後の同盟関係の健全な運営のために、日本は、主体

性のある安全保障政策を確立する必要がある。

　本稿の目的は、戦略対話を進めるにあたって、その出発点となる日米同盟関係の現状につ

いていくつかの視点から検討することにある。それらの視点とは、冷戦後の日米同盟関係の

現状、東アジアの戦略環境、東アジアの平和と安定にとっての日米同盟関係の意味、米国に

とっての日本との同盟関係の意味、日本の国際社会における役割、日本の安全保障戦略策定

上の問題、日米防衛協力の構造である。

１　日米同盟関係の現状－冷戦後への対応

（１）日米安全保障共同宣言

　日米同盟関係は冷戦の所産であった。そのため、冷戦の終結によってその存在意義が問わ

れることになった。それへの解答が1996年に橋本首相とクリントン大統領とによって発表さ

れた「日米安全保障共同宣言」である1。共同宣言は、まず、日米関係が歴史上最も成功し

ている二国間関係の一つであると指摘し、日米同盟関係が冷戦の期間中、アジア太平洋地域

の平和と安全の確保に寄与し、この地域が世界で最も活力のある地域になったとその意義を

評価している。しかし、共同宣言は、アジア太平洋地域には依然として不安定性と不確実性

が存在すると述べ、｢21世紀に向けてアジア太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維

持するための基礎であり続ける」と日米同盟関係の意義を再確認した。共同宣言は、この地

域の不安定性と不確実性の要因として、朝鮮半島における緊張の継続、軍事力の集中、未解

決の領土問題の存在、地域紛争の可能性、大量破壊兵器とその運搬手段の拡散を挙げてい

る。

　冷戦時代、ソ連は日本の北方に位置し、ソ連の脅威に対して日本を守ることが地域全体の

安全保障につながっていた。しかし、冷戦終結とソ連の崩壊によって、特定の脅威を想定し

ない地域の安定の確保が同盟関係の目的になったのである。

1 防衛庁『平成14度版日本の防衛』、313頁。
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　この宣言の後、日米両国は緊密な協力関係をさらに増進するために、1978年に策定された

「日米防衛協力のための指針」の見直しに着手し、新しい指針が翌年の1997年に発表され

た。｢平素から行う行動」と「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」に加え、

｢日本の周辺地域での事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合（周辺事態）の協

力」が日米間の防衛協力の事項として定められた２。日米両国は、指針の策定だけでなく、

日米安全保障協力を円滑に進めるために、日米物品役務相互提供協定を改正し、沖縄の基地

問題に関する特別委員会の最終報告書をまとめた。さらに、日本は、1998年に指針の実効性

を確保するための立法措置として、周辺事態安全確保法を国会で成立させた。

　このように、日米両国は、同盟関係を冷戦後の安全保障環境に対応させるために、一連の

行動を取った。

（２）アーミテージ・ナイ・レポート

　しかし、日米同盟関係には、冷戦が終結したときのような漂流感が再び、漂い始めた。そ

のような時に発表されたのが米国における超党派の知日派グループによる報告書『米国と日

本―成熟したパートナーシップに向けての前進（The United State and Japan: Advancing

toward a Mature Partnership）』である3。この報告書は、2000年11月の米国大統領選挙

の直前に発表され、このグループの主要メンバーであったリチャード・アーミテージ（レー

ガン、ブッシュ政権で国防、国務の要職を歴任）とジョセフ・ナイ（ハーバード大学ケネ

ディ・スクール学長、クリントン政権の国防次官補）の名前を取って、アーミテージ・ナ

イ・レポートと呼ばれるようになった。アーミテージ・ナイ・レポートの目的は、次期大統

領に対して日米関係の重要性を喚起することであった。

　アーミテージ・ナイ・レポートは、1996年の安全保障共同宣言の発表にもかかわらず、両

国のハイレベルでの日米同盟関係に対する関心が薄れたと指摘している。その要因は、レ

ポートによれば、米国においては政策作成者の関心が様々な摩擦が起きた中国との関係に

移ったことと、両国において日米同盟関係の強化に対する中国の反発への配慮から、共同宣

言で示された安全保障上の課題に積極的に取り組むインセンティブが薄れたことである。

　しかし、アーミテージ・ナイ・レポートは、東アジアは米国の繁栄にとってバイタルな地

域であるが、日米共同宣言が明らかにしたように不安定で不確実な地域であり、このような

2 同上、339頁。
3 The United States and Japan: Advancing Toward a Mature Partnership, INSS Special Report,
October 11, 2000, Institute for National Strategic Studies, National Defense University [http://
www.ndu.edu/SR_JAPAN.HTM]
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東アジアの地域環境において、日米の二国間関係はこれまで以上に重要性を増しており、日

本は米国の東アジアとの関わりのキーストーンでありつづけると指摘した。そのため、日本

が「より対等な同盟パートナー」になることに期待を込めつつ、レポートは、政治、安全保

障、沖縄問題、情報、経済関係、外交の６つの分野における日米間の課題について論じている。

　アーミテージ・ナイ・レポートは、日本では、｢米英間の特別な関係」が日米同盟関係の

モデルであるとか、両国関係は「バードンシェアリングからパワー・シェアリングに移る時

である」とかいう、日米関係の現状からはかなりセンセーショナルと思われる言い回しが注

目を浴びた。アーミテージ・ナイ・レポートは、日本がもっと積極的に地域的、国際的な安

全保障上の役割を果たすことを求めつつ、日米協力の必要を直視する両国間の戦略対話の促

進を提唱していると言うことができる。

　戦略対話の必要性は、日米両国の首脳によって共有され、小泉首相とブッシュ大統領は

2001年６月末に行われた初の首脳会談において、戦略対話の強化の重要性について意見が一

致した。両首脳は、日米両国がアジア太平洋地域だけでなくその他に地域の問題についても

協議を強化することに合意した。首脳会談の「平和と安定のための協力」と題する共同声明

は、日米安全保障協力に関する協議のテーマとして、地域の安全保障環境の評価、兵力構成

と兵力態勢、安全保障戦略、緊急事態における両国の役割と任務、平和維持に関する協力を

提示した。

２　東アジアの安全保障環境－構造的な不安定さ

　米国は第２次大戦後、朝鮮半島とベトナムにおいて戦争をすることになったが、米軍の東

アジアにおけるプレゼンスは、同地域の平和と安定に寄与し、米国市場の開放性と共に、近

年の地域諸国の目覚ましい経済発展の重要な条件を提供してきた。しかし、東アジアの安全

保障環境は冷戦終結後も依然として構造的に不安定である。

　このことを指摘した代表的な論文は、アーロン・フリードバーグが1993年に『インターナ

ショナル・セキュリティー』誌に寄稿したものである。この中で、フリードバーグは、欧州

とアジアとを比較し、欧州の安定に寄与している要素がアジアには欠落しているので、冷戦

後のアジアでは不安定な状況が続くであろうと推測している。

フリードバーグは次のように述べている。

　

　「内戦や民族紛争は欧州の周辺地域ではしばらくくすぶり続けるだろうが、長期的にみ

て、大国間の紛争の地になりそうなのは欧州よりアジアであると思われる。欧州が世界の
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（富や知識と同様に）戦争の主要な発源地であった500年は終幕に近づきつつある。しか

し、良かれ悪しかれ、欧州の過去はアジアの将来である｡」4

　フリードバーグは、アジアの不安定の要素として３つのことを指摘している。不安定の第

１の要素は、欧州ではほとんどの国が安定した民主主義国であるが、アジア諸国の政治体制

は一様ではなく、スターリン主義的な北朝鮮を極端な例として権威主義的な国家も多く、安

定した民主主義に到達している国は極めて限られていることである。また、アジアには、急

速な経済発展による変化が生み出す政治的社会的不安定に直面している国が多い。

　第２の不安定要素は、アジア諸国間の経済的な相互依存のレベルが低いことである。地域

協力を促進する国際機構も少なく弱体である。国際協力が平和の促進につながるとすれば、

この点で、アジアは欧州に大きな遅れを取っていることになる。

　第３の不安定要素は、フリードバーグによれば、征服がコストに合わないものにしても、

アジアでは依然として、威信が戦争の誘因になるかもしれないということである。また、核

兵器は欧州では戦争抑止に貢献しているが、核兵器が不均等に分布するアジアではこの点

が、不明確である。

　結論として、フリードバーグは、アジアは急速な変化を伴う移行期に入りつつあり、軍備

競争が促進され、繰り返し紛争が生起するかもしれないと述べている。

　フリードバーグが指摘しているのは、アジアは構造的に不安定であり、その克服には時間

がかかるということである。

　アジアの特徴は端的にはその多様性にある。多様性は、地域の活力につながるが、多くの

場合、不安定の要因になる。アジアにおいては、民族、宗教、文化、言語の多様性は言うに

及ばず、人口、面積、経済の規模、経済発展のレベル、社会的的統合のレベル、政治体制の

いずれの指標をとっても地域諸国の間で大きな相違がある。この点において、ほとんどが経

済的に発展した民主主義国家であり、似通った国力を持つ国家の多い欧州と大きく異なる。

　アジアでは多くの国家の最優先課題は経済発展である。東アジアにおいても、経済協力を

通じて地域協力が発展しつつあるが、欧州と比較すればはるかに脆弱である。この点は、特

に安全保障協力について言える。経済発展を追及するためには、安定した地域の安全保障環

境が欠かせない。しかし、アジアにおいては、多国間協力で地域の平和と安定を確保してい

く枠組みが欠如している。1993年以来、ASEAN地域フォーラム（ARF）が存在するが、それ

4 Aaron L. Friedberg, “Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia,” in Michael
E. Brown, Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller ed. East Asian Security: (Cambridge, Massa-
chusetts: The MIT Press, 1996), p. 5.
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は依然として、安全保障対話としての場の役割が大きく、実効的な地域安全保障の枠組みと

しては未成熟である。

　そのため、東アジアの平和と安定の確保にとって、米国の軍事プレゼンスと日米同盟関係

が予想しうる将来に渡って最も現実的な方策になる。

３　国際公共財としての米国の軍事プレゼンスと日米同盟関係

　アジアは多くの不安定要因を抱えながら、近年、経済的に急速に発展した。経済が発展す

るためには、地域の平和と安定が重要な条件である。この地域の平和と安定の確保は、米国

の軍事プレゼンスに負うところが大きかった。フリードバーグも、米国の軍事的プレゼンス

の継続がアジア地域における紛争の抑止に寄与するであろうと述べている。また、オースト

ラリアの戦略研究者であるポール・ディブは、アジア太平洋地域への米国の軍事的コミット

メントが動揺している、あるいは曖昧であるという見方が広がれば、地域の不安定化という

危険が急速に高まることになるだろうと指摘している5。

　経済学からのアナロジーで、地域の平和と安定を地域諸国のいずれもが享受することがで

きるとすれば、地域の平和と安定は公共財と言うことができる。したがってアジア地域の平

和と安定は、米国の軍事プレゼンスとそれを支える日米同盟関係によって確保されてきた度

合いが大きいので、米国が地域の平和と安定という国際公共財の主要な提供者であり、日本

はそれを支えてきたということになる。また、地域の平和と安定の確保のために大きな役割

を果たしてきた米国の軍事プレゼンスと日米同盟関係そのものが、国際公共財であると言う

ことができる。

　コーエン国防長官が、2000年の中国訪問の際に行った中国国防大学での演説の中で、東ア

ジアにおける米国の軍事プレゼンスと日米同盟関係が地域の平和と安定にとっての国際公共

財であるということを明確に主張し、この現実に対する中国の理解を求めた。コーエン長官

は、日米安全保障同盟について、これまでも今後も地域の平和と安定の基礎であり、地域の

いかなる国も孤立させたり威嚇したりしない防衛的な同盟関係であると指摘した。さらに、

コーエン長官は、1978年に中国の最高指導者であった鄧小平に会ったとき、鄧が中国の４つ

の近代化について話したことに触れ、｢アジア太平洋地域のための安定化勢力としての米国

5 Paul Dibb, “The Strategic Environment in the Asia-Pacific Region” in Robert D. Blackwill and
Paul Dibb, ed., America’s Asian Alliance (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000), p.
17.
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のプレゼンスの結果として、中国は４つの近代化を追求することができた」と主張した6。

　日本は、今後の米国との同盟関係を考えるにあたって、東アジア地域の平和と安定という

国際公共財の享受者であるだけでなく、米国と共に、自らがその提供者であることを明確に

認識しなければならない。

　しかし、日本が地域安全保障において、より積極的な役割を果たすことについて、第２次

世界大戦の経験から、依然として東アジアの多くの国に懸念が存在することも事実である。

そのため、東アジアの地域秩序に対する日本の姿勢について東アジア諸国に正しく理解して

もらう必要がある。

　端的に言って、日本は東アジアの地域秩序について、現状維持プラスの国である。日本は

東アジアの国際関係の現状に大きな不満を抱き、地域秩序の抜本的な変革が必要であると考

えていない。この意味で、日本は現状維持国である。しかし、東アジアは安全保障上、多く

の不安定要因を抱えており、安定化の努力が継続されなければならない。それが、現状維持

プラスの意味である。

　日本が現状維持プラスの国であることは、第２次世界大戦以前の状況と現在を比較すれば

明らかである。戦前、東アジア諸国は、日本とタイを除けば植民地か半植民地の状態であっ

た。宗主国と植民地との関係から生まれたブッロク経済は排他的であり、この国際貿易シス

テムは、貿易によって立国を図らなければならない日本にとって極めて不利なものであっ

た。

　しかし、第２次大戦後、状況が一変した。すべての東アジア諸国が独立を達成し、国際経

済も米国が主導するブレトンウッズ体制の下で自由貿易が原則になった。この状況は日本に

とって好ましいものであった。米国との安全保障関係と並んで、自由貿易体制が、日本の急

速な経済復興とそれに続く経済発展を可能にしたのである。

　また、この状況の下で、日本を先頭に、雁が一線となって空を飛ぶように、NIES（新興工

業経済群)、ASEAN（東南アジア諸国連合）の東アジア諸国の経済発展が続き、さらに中国

が経済的な離陸を果たした。東アジアの急速な経済発展は、世界銀行のレポートによって

「東アジアの奇跡」と呼ばれた7。経済発展が進む中で、東アジアの多くの国で政治の民主

化も進み始めた。

　1997年の通貨危機は東アジア諸国の経済的政治的な脆弱性を示し、経済発展は一時的に頓

6  William S. Cohen, Secretary of Defense, Address to the Chinese National Defense University, The
National Defense University, Beijing, China, Thursday July 13, 2000 [http://www. Defenselink. mil/
speeches/2000/s20000713-secdef.html]
7  世界銀行著、白鳥正喜監訳／海外経済協力基金開発研究会訳『東アジアの奇跡　経済成長と政府の
役割』、東洋経済新報社、1994年
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挫したが、市場経済と民主化は東アジアにおいて時代の趨勢になっている。

　したがって、日本の東アジア地域に対する関心は、市場経済の下での経済発展とそれと並

行する政治的民主化を後押しすること、すなわちこの地域の安定と繁栄を増大させることに

ある。

　日本が、東アジアの地域秩序との関わりにおいて、現状維持プラスの国であることは、地

域諸国との安全保障対話や信頼醸成努力の中で強く主張されるべきことである。

　東アジア地域の不安定さを克服するために、冷戦後、多国間の安全保障協力を発展させる

努力が行われている。ARFもその試みの一つである。

　日米間の同盟関係の強化に対して、同盟関係は冷戦の遺産であるという主張がある。しか

し、既に指摘したように、東アジアの構造的な不安定さの中で、米国の軍事プレゼンスと日

米同盟関係は地域の平和と安定のための国際公共財になっている。多国間安全保障協力の歴

史が浅い状況で、協力を発展させるためには、地域的な平和と安定が必要である。多様な地

域協力機関が重層的に存在する欧州においても、かつてはソ連を仮想敵とし、現在は地域全

体の平和のために軍事力を共有する集団的防衛機構である北大西洋条約機構（NATO）と予

防外交に重点を置く、多国間安全保障協力機構である欧州安全保障協力機構（OSCE）が補

完的な関係で機能している。

　したがって、同盟関係と多国間主義は矛盾するものではなく、東アジアの現状では、米軍

の軍事プレゼンスと日米同盟関係は、多国間での安全保障協力を発展させる条件を提供して

いると言うことができる｡8

４　米国から見た日米同盟関係の重要性－歴史的パースペクティブ

（１）世界のパワー・センターの一つとしての存在

　今後の日米同盟関係を考えるにあたって、米国の国家戦略にとっての日本の重要性を理解

しておく必要がある。このことは、日米同盟関係を歴史的なパースペクティブの下におくと

8 コーネル大学のカッツェンスタイン教授と九州大学の大河原教授は日本の安全保障政策とアジア
太平洋地域の安全保障を論じる一連の共著の論文において、理論的にもこの地域の現実から二国間
主義と多国間主義の折衷主義を論じている。Robert J. Katzenstein and Nobuo Okawara, “Ja-
pan, Asia-Pacific Security, and the Case for Analytical Eclecticism,” International Security, Vol.
26, No3 (Winter 2001/02) pp. 153-185 および “Japan and Asian-Pacific security: regionalism,
entrenched bilateralism and incipient multilateralism,” The Pacific Review, Vol. 14, No. 2, 2001,
pp. 165-194.
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二つのことが明らかになる。それは日本が世界のパワー・センターの一つであることと地理

的に重要な位置を占める日本が基地を提供していることである。

　戦後の日本の急速な経済復興とその後の経済大国化は、冷戦の始まりに負うところが大き

い。日本は、第２次世界大戦の敗北によって占領され、占領軍は日本社会の民主化のための

様々な改革を推進しようとした。それは、日本を再び軍事的な脅威にならないようにするた

めに、日本の弱体化を意図するものであったと言うことができる。しかし、冷戦が始まった

ことによって、日本に対する占領政策、講和方針が変化することになった。

　占領軍最高司令官のマッカーサー元帥は、1952年の米国大統領選挙への出馬の意欲から、

占領政策の目的は達成されたとして、日本との早期講和を考えた9。マッカーサー元帥は軍

事においても行政においても秀でた能力をもつ指導者として、大統領選挙に挑もうとしたの

である。

　戦略的な観点から、このような早期講和の動きを阻止し、占領政策の変更のために主要な

働きをしたのがジョージ・ケナンである。ケナンは、冷戦時代の米国の基本的な安全保障政

策となる「封じ込め」を提唱した外交官として有名になった。

　ケナンは日本の潜在的能力が持つ戦略的な重要性に注目した。ケナンは、潜在的に大きな

軍事力を持つことのできる地域は世界に、「米国、英国、工業地帯が隣接するライン低地、

ソ連および日本」の５カ所しかないと考えた10。ライン低地は西ドイツを意味する。した

がって、ケナンによれば、封じ込め政策の主要な任務は、ソ連を除く、これらの世界のパ

ワー・センターのいずれもが共産主義の支配下に陥らないようにすることになる。

　この観点から、ケナンは、日本が共産主義拡大の防波堤になるためには、日本が独立を回

復する前に、政治的経済的な安定を確立する必要があると考えた11。

　1947年に、米国の外交政策の作成全般に関与することのできる国務省政策企画局の初代局

長に就任していたケナンは、その立場から、積極的に米国の対日占領政策に積極的に関与し

た。その結果、早期講話を阻止し、占領政策を「改革」から「復興」に変更することに成功

した。この占領政策の変更は、日本の「民主化」への改革からの後退と考える人々によっ

て、ネガティブな響きを持つ「逆コース」と呼ばれるようになった。共産主義の脅威から民

主主義陣営と日本を守るために取られた政策変更がこのように呼ばれるのは大きな皮肉で

あった。

　しかし、ケナンが考えたような日本の政治的経済的安定を達成するまでの占領は、長期に

9 Wilson D. Miscamble, George F. Kennan and the Making of American Foreign Policy, 1947-1950
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992), pp. 249-250.
10 George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950 (Boston: Little, Brown, 1967), p. 359.
11 Wilson D. Miscamble, p. 190.
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渡ることが予想された。長期の外国軍による占領は、日本国民の感情との関係で、政治的に

賢明かどうか議論のあるところであった。

　しかし、恐らく、冷戦はケナンが考える以上のスピードで軍事化が進んだ。ケナンは封じ

込め政策の立案者であったが、冷戦下での国際関係は、米国とソ連を盟主とする東西の軍事

ブロックによる対峙ではなく、ケナンが考えた５つのパワー・センターの間での勢力均衡に

よって平和の維持が可能であると想定していた12。しかし、欧州では、1948年のソ連による

ベルリン封鎖をきっかけとして、その翌年にNATOが設立されることになった。東アジアにお

いても、1950年に朝鮮戦争が勃発し、その最中の1951年９月に講和条約が署名され、日本は

独立を回復することになった。講和条約の締結に際して、米軍は日本における基地の維持を

強く主張し、また、冷戦が激化する中で日本の安全を確保するために、講和条約と同時に日

米安全保障条約が署名された13。

　冷戦という時代背景があったにせよ、戦略的な視点から日本が持つ潜在的能力に注目した

ケナンのような人物が米国の占領政策にかかわったことによって、第２次世界大戦後の国際

社会における日本の地位が大きく変化したと言える。

（２）日本の地理的位置の戦略性と米軍基地

　米国にとっての日本の戦略的重要性のもう一つの点は、講和条約の締結にあたって、米軍

が日本における基地の継続的使用を強く主張したことに現れているように、日本の地理的な

位置である。日本の領域は、沖縄諸島を含めれば、ユーラシア大陸の東の縁を南北に3000キ

ロにわたって抱えるよう伸びている。冷戦時、脅威の対象であったソ連の極東における最大

の軍港であったウラジオストックは、外洋への出口を日本列島によって押さえられる形に

なっていた。

　国防省で日本を担当したことのある元海軍中佐のポール・ジアラは、1999年の論文で、在

日米軍の戦略的な重要性について、次のように説明している。

　「合理的な計算を行えば、(在日）米軍基地は、(東アジア）地域の現在、将来の安全保障

の方程式にとって不可欠のものである。米軍基地は、日本の防衛、東アジアの安全保障と安

定、さらには、米国の地域と世界に対する安全保障、政治、経済戦略にとって、バイタル

(死活的に重要）である。在日米軍基地は、韓国に固定化された米軍を別にして、グアムと

12 Wilson D. Miscamble, pp. 271-272.
13 Wilson D. Miscamble, pp. 270-271.
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ペルシャ湾との間における米軍事力の最後の主要な集結地になっている……

　北朝鮮の侵略を抑止するという特定の目的のために提供されている在韓米軍基地と比較し

て、在日米軍基地は、米軍の司令官に戦略的にかけがえのない柔軟性と数多くのオプション

を提供している。この点は、東アジア沿海部において第２次大戦後米軍が使用してきた基地

が日本以外になくなってしまったことから、特に重要である。在日米軍基地は、国家的な公

約、前方展開、地域的関与という米国の戦略にとって中心的な役割を果たしている｡」14

　ジアラは、このような在日米軍基地の戦略的重要性から、日本による米軍基地の提供は、

日米同盟関係における日本のバードン・シェアリングの最も重要な要素であると指摘して

いる15。

（３）米国による日本の国際貢献への期待

　以上ことからうかがわれるように、米国にとっての日本の戦略的価値は日本の国力とその

地理的位置にあり、このことは現在も基本的に変わっていない。

　そのため、米国がグローバルな世界大国としての地位を保持し、国際安全保障の主たる担

い手であることが、米国の国家戦略の前提であり続ける限り、そして、特に、米国の国家戦

略の中で、東アジアの比重が経済発展と中国の台頭によって増大するとすれば、日米同盟関

係の重要性は、増すことはあっても減ることはないということになる。

　しかし、米国にとって日本との同盟関係の戦略的価値がいかに高いからといって、日本が

いつまでも、地域及び世界の安全保障問題に対して受身であるということが許されるわけで

はない。日本の経済力が増大するにつれ、米国が国際安全保障に対する日本の貢献を求める

ようになるのは自然なことである。

　日本の経済力が発展途上国のレベルに留まっているのであれば、同盟関係に対する日本の

寄与は基地の提供で十分であったと考えられる。このことは米国の同盟国であるフィリピン

と比較すると明らかになる。米国がフィリピンに期待した同盟関係上の役割は基地の提供で

あった。フィリピンは基地の賃貸料を求めたが、基地提供はフィリピンの同盟上の義務とし

て米国は拒否した。冷戦終結後、ナショナリズム的主張からフィリピンが基地の閉鎖を求め

たとき、米軍は撤退した。しかし、フィリピンは、冷戦終結後の地域安全保障環境が、フィ

リピンが期待するほど平和的でないことを認識し、米軍が再びフィリピンでの軍事演習を可

14 Paul S. Giarra, “U.S. Bases in Japan: Historical Background and Innovative Approaches to
Maintaining Strategic Presence” in Michael Green and Patrick M. Cronin, ed., The U.S.-Japan Alli-
ance: Past, Present, and Future  (New York: Council on Foreign Relations Press, 1999) pp. 114-115.
15  Paul S. Giarra, p. 115.
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能にする米軍の地位協定に署名した。この協定によって、９・11同時多発テロ後のフィリ

ピン南部における米軍とフィリピン軍との間の対テロ共同演習が可能になった。

５　日本の国際的役割

（１）敗戦国から経済大国へ

　第２次世界大戦において敗北した日本は小国として再スタートした。戦争の結果、焦土と

化した日本の第１の目標は経済の復興であった。小国日本にとって、国際環境は与件であっ

た。したがって、日本の課題は、与件としての国際環境にいかにうまく適応して、いち早く

経済復興を達成するかであった。

　この点において、日本は米国との同盟関係に入ることによって、２つの「幸運」を手にし

た。安全と経済的機会である。安全保障については、米国の庇護の下で、日本は防衛費に大

きな資源を割くことなく、経済再建に専念することができた。そして、米国が主導した国際

自由貿易体制は、資源が乏しい日本が、世界から良質の原料を輸入し、製品を輸出すること

によって外貨を稼ぐことを可能にした。このような恵まれた条件の下で、日本は急速に経済

復興を果たした。敗戦から10年が経過した1956年に､『経済白書』は「もはや戦後ではな

い」と宣言した16。それから８年後の1964年に、日本はアジアの国として初めて経済協力開

発機構（OECD）に加盟し、経済先進国に仲間入りした。

　しかし、経済力の増大は、それ応じた国際社会の平和と繁栄のための負担を求められるこ

とになった。

　1973年に生じた第4次中東戦争をきっかけに世界を襲った第１次石油危機によって国際経

済が混乱した。この混乱への対応を協議するために、1975年にフランスのランブイエに日本

を含む先進７ヶ国の首脳が集まった。以後、この会議はＧ７と呼ばれ、国際経済の運営につ

いて先進国間の協力を協議するために毎年開催されるようになった。Ｇ７のメンバーとして

日本も国際経済の運営に責任と役割が求められるようになったのである。

　Ｇ７のサミットは回を重ねるにつれ、経済問題だけでなく、政治・安全保障問題も討議さ

れるようになった。1997年からは政治・安全保障問題の協議には、ロシアも加わることに

なった。このＧ７の発展からもわかるように、日本は、国際経済の運営以外の分野でも国際

的な貢献を求められるようになっていった。

16 経済企画庁調査局編『資料経済白書25年』、日本経済新聞社、昭和47年、161頁。
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（２）人的な貢献へ

　軍事的手段を持たない日本にとって政府開発援助（ODA）が国際貢献の最も重要な手段に

なった。ODAは、開発途上国の安定と発展への貢献を通じて、国際社会の平和と安定に重要

な役割を果たすものであった。日本の経済力の増大とともに、ODAの拠出も右肩上がりに増

大し、1989年に日本は、世界最大の経済力を誇る米国を抜いて、｢世界最大の援助国(トッ

プ・ドナー)」になった17。

　しかし、冷戦の終結前後から、国際安全保障に対する日本の貢献は、経済的手段による貢

献にとどまらず、人による貢献も求められるようになった。その問題を直視することを迫っ

たのが、1991年の湾岸戦争であった。安全保障面での人による貢献に対する準備ができてい

なかったため、湾岸戦争に対する日本の寄与は、資金の提供に留まった。日本の資金援助の

総額は130億ドルの巨額になったが、その貢献は評価されなかった。それはかえって「小切

手」外交と揶揄されたのである。

　日本は、湾岸戦争の翌年の1992年に成立した「国際平和協力法」によって、国際安全保障

への人的な貢献として、国連平和維持活動と人道的な国際救援活動に自衛隊を派遣すること

が可能になった。しかし、憲法第９条で禁止されている国土防衛以外の武力の行使、あるい

は、武力の行使を目的として武装した部隊を他国に派遣する海外派遣に該当しないようにす

るために、自衛隊の国連平和維持活動への参加には一定の制約条件が設けられた。また、武

力の行使の禁止との関連で、日本は国連平和維持活動のために行われる自衛隊の業務を、武

器の携帯を伴う本体業務とそうでない後方支援業務とに分け、当初、前者への自衛隊の参加

を凍結した18。自衛隊の国連平和維持活動への参加は実績を積み重ねているが、憲法上の制

約から、他国並みには至っていない。

　他方、長期的に続く日本経済の低迷と財政赤字とによって、削減はあってもこれ以上、

ODAを拡大することは難しくなっている。日本経済が右肩上がりに発展しているときには、

ODAによって、人的な貢献の不足をある程度カバーすることができた。しかし、ODAの量的な

拡大という時代はすでに終わった。今後は、日本の国際貢献においても、いかに限られた資

源を有効に活用するかという知恵を使う、すなわち、戦略性が求められるようになっている

のである。

17 外務省ODA ホームページ[http:/ /www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/minna/minna_1/
min_1f.hylm]から
18 防衛庁『平成14年版日本の防衛』、210－214頁。
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６　日米同盟関係のマイナス面－戦略的思考の退化

　安全保障における日本の国際貢献を考える場合、日米同盟関係が生み出した負の部分を考

えなくてはならない。それは、米国におけるアジア専門家のケネス・パイルが指摘する戦略

的思考の未発達、あるいは、退化である。

　大戦後の連合国による占領から独立回復に至る日本の政治を担った吉田首相は、後に吉田

ドクトリンと呼ばれるようになった日本の国家戦略として、できるだけ防衛支出を抑え、経

済発展を最優先した。そのため、吉田首相は、厳しい冷戦環境下で日本の安全保障を米国に

委ねる代償として米軍基地を受け入れた。日本の安全保障が米軍基地と取り引きされたわけ

である。

　地域安全保障秩序との関係について、パイルによると、吉田首相は西ドイツのアデナウ

アー首相と正反対の態度をとった。アデナウアー首相は、NATO（北大西洋機構）への西ドイ

ツの加盟を追求した19。加盟の狙いは、西ドイツをヨーロッパに統合すること、西ドイツを

明確に西側の一員にすること、そして、ドイツ問題に対する懸念を和らげることにあった。

他方、吉田首相は、1950年にダレス国務長官が太平洋地域にもNATOのような多国間安全保障

機構を創設しようとしたとき、参加を拒否した20。パイルは、もしこの機構が実現し日本が

参加していれば、日本の軍事力を国際化し、現在のような安全保障と憲法との緊張関係は生

じなかったであろうと考えている。

　結果として、日本が、安全保障に大きな資源を費やすことなく、経済大国になったことに

よって吉田ドクトリンは成功した。

 　既に述べたように、日本が経済大国化するにつれ、地域、そして、国際安全保障に一定

の役割と責任を果たすことが求められるようになった。しかし、吉田ドクトリンは対外的に

は「低姿勢」を意味し、そこから日本の国際的な役割を積極的に受け止めて行こうとする姿

勢は生まれなかった。この点について、パイルは次のように述べている。

　｢吉田戦略は冷戦の国際政治と平和主義の国内政治に対応する手段として始まった。しか

し、その成功が長期化したことによって、能動的で独立した対外政策のために必要とされる

多くの制度、プロセスが発展しなかった。大蔵省、通産省、経済企画庁、そして、一部の問

題については大企業が対外政策の形成を支配する一方、安全保障分野における自立的な政策

19 Kenneth B. Pyle, “Japan and the Future of Collective Security” in Danny Unger and Paul
Blackburn ed., Japan’s Emerging Global Role (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1993), p. 103.
20 Kenneth B. Pyle, p. 102.
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形成のための様々な制度の発達が妨げられた。情報収集、戦略的思考、危機管理、政策遂

行、そしてもちろん、軍事力といった諸制度が発達しなかった｡｣21

　パイルの指摘は、日本には安全保障について戦略を構築し、それを実行する体制が未発達

のまま冷戦終結を迎えたということにある。パイルは、吉田ドクトリンの功罪の罪の部分で

ある、地域、国際安全保障に対する関与の消極性、あるいは、回避について、日本の政治指

導者は憲法第９条を口実として利用してきたと批判している。パイルは、憲法を口実にした

ことは、吉田首相も後になって認めたと指摘している22。

　日本の国際安全保障上の国際貢献には、その制約条件として憲法の問題があるが、日本

が克服すべき重要な課題として、日本が国際社会において一定の役割を果たしていくため

には、安全保障戦略を立案し、それを実現してための体制を早急につくるということであ

る。

７　日米間の安全保障協力の構造

　周知のように、日本国憲法は軍事力の行使を厳しく制限している。このことから、日米間

の同盟関係は、米国と他の諸国との同盟関係と比較し、特異なものになっている。よく指摘

されるのは、米国は日本防衛の責任を負うが、日本は米国防衛の責任を負っていないとい

う、同盟関係における相互防衛協力についての条約上の片務性であるが、このことは米国と

の同盟関係においてあまり実質的な問題ではない。

　北大西洋条約は相互防衛協力について、その第５条は次のように規定している。

　「締約国は，ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃

を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて，締約国は，そのような武力

攻撃が行われたときは，各締約国が，国際連合憲章第五十一条の規定によって認められてい

る個別的又は集団的自衛権を行使して，北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにそ

の必要と認める行動（兵力の使用を含む｡）を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執

ることにより，その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する｡」23

21 Kenneth B. Pyle, p. 106.
22 Kenneth B. Pyle, p. 104.
23 東京大学東洋文化田中明彦研究室ホームページ「戦後国際政治の基本文書」[http://www.iou.u-
tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/indices/doc/index.html]に依拠。
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　また、アジア地域における米国の同盟関係を見ると、ANZUS条約（オーストラリア、

ニュー・ジーランド及びアメリカ合衆国の間の三国安全保障条約）と米比相互防衛条約（ア

メリカ合衆国とフィリピン共和国との間の相互防衛条約）は、いずれも第４条に同じ文言

で、相互防衛協力について、次のように規定している。

　「各締約国は，太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が，自国の平

和及び安全を危うくするものであることを認め，自国の憲法上の手続に従って共通の危険に

対処するように行動することを宣言する｡」24

　米韓相互防衛条約（アメリカ合衆国と大韓民国との間の相互防衛条約）も、第３条に、

ANZUS条約と米比相互防衛条約と同様の規定がある｡25

　しかし、これらの安全保障条約は、形式的には双務的であるが、それに実質的な意味はな

かったと言える。米国が関与する同盟関係は、冷戦時代、米国がソ連の脅威から同盟国を防

衛する仕組みであり、同盟国が集団的自衛権を発動して、米国の防衛に参加することは想定

されていなかった。米国は、大西洋と太平洋の二つの大洋によってユーラシア大陸から隔て

られ、南北の隣国であるカナダ、メキシコとは敵対的な関係でない上に、両国との間の軍事

力には圧倒的な差があった。また、ソ連からの核脅威について米国は自らの能力で抑止体制

を確立していた。このように、冷戦時代米国は世界で最も安全な国であり、万が一、米国が

侵略される場合があったとしても、米国の同盟国が大西洋あるいは太平洋を越えて軍事力を

展開する能力は極めて限定されていた。したがって、条約上の防衛義務についての双務性か

片務性かには、実質的な差はなかった。

　日米安全保障関係が、米国の他の安全保障関係と比較して、特異な点は防衛協力において

役割分担を行っていることである。

この点について、｢日米防衛協力のための指針」には、次のように記述されている。

　「自衛隊及び米軍が作戦を共同して実施する場合には……自衛隊は、主として日本の領域

及びその周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍は、自衛隊の行う作戦を支援する。米軍

は、また、自衛隊の能力を補完するための作戦を実施する｡」26

24  東京大学東洋文化田中明彦研究室ホームページ「戦後国際政治の基本文書」
25 同上
26 防衛庁『平成14年版防衛白書』、340頁。
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　共同軍事作戦における分担は、憲法が武力の行使を厳格に本土防衛に限定していることか

ら来ている。米国の他の同盟国は、自国の防衛作戦において予め、攻勢作戦と防勢作戦を区

別しない。核抑止は、いずれの同盟国も米国に依存しているが、通常戦力の整備は、経済能

力等の能力に応じて行い、足りない部分の補完を米軍の支援に期待している。

自衛隊と米軍の間の防衛機能の役割分担は、いわゆる周辺事態への対応にも及んでいる。

「日米防衛協力のための指針」は、日本周辺で武力紛争すなわち周辺事態が発生し、それに

対して米軍が行動する場合、日本が米軍に対して後方地域支援を行うことを規定している。

後方地域支援について、｢日米防衛協力のための指針」は次のように説明している。

　「……後方地域支援は、米軍が施設の使用及び種々の活動を効果的に行うことを可能とす

ることを主眼とするものである。そのような性質から、後方地域支援は、主として日本の領

域において行われるが、戦闘行動が行われている地域とは一線を画される日本の周囲の公海

及びその上空において行われることもあると考えられる｡」27

　周辺事態における日本の米軍に対する支援は、当該の事態が「日本の平和と安全に重要な

影響を与える事態」の場合である。「普通の国家」という言葉があるが、それは自国の防衛

において、その能力以外に軍事力の行使には制約が持たない国家を意味すると考えられる。

したがって、日本が「普通の国家」であれば、自国の平和と安全に重要な影響を及ぼすと恐

れのある武力紛争が自国周辺で発生した場合、当然、必要な軍事措置を取ると考えられる。

しかし、日本は、憲法上の制約から軍事的に対応することができないので、「日米防衛協力

のための指針」は、周辺事態に対して米軍が行動する場合に、日本が憲法で許される範囲で

米軍の行動に対して協力することを規定している。周辺事態における米軍の協力は、同盟関

係から来る米国への協力ではなく、日本の安全保障のためであるという十分な理解が必要で

ある。

　軍事力の行使を憲法によって厳しく制約されている日本は、冷戦時代を通じて、安全保障

問題への関与を回避してきた。安全保障は、軍事を含めて総合的に考えられなければならな

いが、軍事的要素が欠落する場合、対外政策は受動的にならざるを得ない。

　憲法による制約を理由に、日本が軍事色の強い安全保障上の役割を担うことに消極的なこ

とは、米国に不満を抱かせる要因になっている。このことを明確に示したのが、アーミテー

ジ・ナイ・レポートである。このレポートは、「日本の集団的自衛権行使の禁止は、同盟協

27 防衛庁『平成14年版防衛白書』、342頁。
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力を制約している」と指摘し、次のように述べている。

　「この禁止を取り除くことは、より緊密でより効果的な安全保障協力を可能にするだろ

う。これは、日本国民のみが下すことのできる決定である。米国は、日本の安全保障政策の

性格を形成する国内的な決定を尊重してきたし、今後もそうし続けるであろう。しかし、米

国は日本がより大きな貢献を進んで行い、より対等な同盟パートナーになることを歓迎する

ことを明確にしなければならない。」

　アーミテージ・ナイ・レポートは、日本がどういう形であれ、憲法上の問題を早く解決す

ることによって、米国の同盟パートナーとして、安全保障上の国際的役割をもっと積極的に

果たすことを求めている。

　日本は、米国との同盟関係とそれをめぐる憲法上の問題を、同盟関係が東アジアの安全保

障にとって国際公共財的な性格を帯びているという視角から考えることが必要である。

８　安全保障戦略を遂行する体制の整備

　以上検討してきたことから明らかなように、21世紀を迎えても、日米双方はお互いを必要

としているが、情勢が不透明な東アジアにおいて、また東アジアを越えて日米同盟関係を維

持、発展させていくためには双方の努力が必要である。特に、日本は国際安全保障のために

もっと能動的に行動することが求められるようになっている。そのため、日米間の安全保障

政策の調整を行う戦略対話の重要性が増している。

　米国と戦略対話を進めて行くためには、その前提として、日本にも総合的な安全保障戦略

が存在しなければならない。パイルが1993年に発表した論文において指摘した、安全保障の

分野における自立的な政策形成能力の欠如という状況を日本はどのくらい克服できたのであ

ろうか。

　2001年１月に中央省庁の再編が行われた。この改革の最大の目玉は、内閣機能の強化で

あった。内閣官房は、従来、閣議事項の整理その他内閣の庶務や「総合調整」を事務として

いたが、新たに「国の重要政策」に関する「企画及び立案」が所掌事務に加えられた。その

狙いは、内閣が、実質的な政策論議を行い、トップダウン的な政策の形成・遂行の担い手と

なり、新たな省間調整システムの要として機能できるようにすることである。内閣機能強化

には当然、安全保障政策の「企画及び立案」が含まれる。しかし、内閣機能の強化は緒に就

いたばかりである。
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28 江田憲司、「外務省改革　官邸主導の『外交チームを』」、『読売新聞』2002年８月19 日（朝刊）、
11頁。
29 対外関係タスクフォース『21 世紀日本外交の基本戦略?新たな時代、新たなビジョン、新たな外
交』、平成14年11月28 日
30 Kenneth B. Pyle, p. 115.

　　　　　

　日本の外交機能の強化について最近、２つの提案がなされた。その一つは、橋本内閣時代

に首相秘書官として行政改革のブレーンを務めた江田憲司氏（現・衆議院議員）によるもの

でる。江田氏は、2003年８月、不祥事が相次いだ外務省の改革について、外務省に戦略的外

交を展開するだけの能力がないと指摘し、その解決策として重要な外交方針を策定するため

に、ヘッドを政治任命による閣僚級の首相補佐官（閣僚級）とする外交タスクフォースを官

邸に置く制度を設けることを提唱した。江田氏の構想は、このタスクフォースの位置づけは

単なるアドバイザリー的なものではなく、明確な権限をもち、外務省はルーティンの外交事

務と情報収集に特化するというものである28。

　もう一つの提案は2003年11月に発表された「対外タスクフォース」の報告書によるもので

ある29。｢対外タスクフォース」は、内閣官房参与の岡本行夫氏をチーフとする研究会合

で、様々な「国内の政策要請を総合して長期的ビジョンを作り、それを外交に合わせてい

くための建言機能」が必要になっているとして「外交安全保障戦略会議（仮称)」の創設

を提言した。この会議は、｢保秘義務を課された有識者によって構成され、内閣官房に事

務局を持ち、関係閣僚とも随時懇談しながら、総理大臣に中長期的の外交指針を建言して

いく」ものとされている。

　いずれもそれら提案によって生まれる組織の詳細は明らかでないが、江田氏の構想の方が

より大きな権限をもった組織を想定しているように思われる。江田氏の提案は外務省改革の

ためのものであるが、外交と安全保障は不可分の関係にある。

　しかし、日本が必要としているのは、外交政策だけでなく、総合的な安全保障戦略を構想

し、その実現を監督する、米国の国家安全保障会議のようなメカニズムである。日本には米

国の国家安全保障会議のレベルでの戦略対話に組織的に対応するカウンターパートは存在し

ない。さらに、日本は、政府レベルで安全保障戦略のためのメカニズムを構築するだけでは

不十分で、戦略を構築するための知的ベースとして、日本では十分育っていない政策的な観

点からの安全保障研究、地域研究を奨励することも合わせて必要である。

　パイルは、前に引用した1993年の論文において、｢外圧による場合を除いて、日本にこれ

までの非常に成功してきたが、狭く自己規定した世界の役割についてのイメージを放棄させ

る、政治的意思、必要な諸制度、あるいは、価値と文化的資産は存在しない」と述べ30、米

国のリーダーシップがなければ、日米同盟関係は発展しないという悲観的な見解を示してい
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た。その後の日米同盟関係の動きを見ると、日本はパイルが考える以上のペースで変化して

いると思われる。しかし、変化はまだ不十分で、日本は、米国との戦略対話が同盟関係の運

営において効果的なものにするための安全保障戦略策定メカニズムを早期に作り出す必要に

迫られている。


