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はじめに

　軍事力の本質は、自己の意志（Ａの意志）を敵（Ｂ）に強要するための手段として組織的

に行使される実力である。このような軍事力の本質は戦闘において最も顕現される。このこ

とは過去も現在も変わらない。将来も変わらないであろう。

自己の意志を敵に強要するという軍事力の本質は、したがって政治的なものである。ロ

バート・Ａ・ダールの権力の定義を参照して政治学的に表現すると、軍事力の本質は、ある

特定の争点Ｘについて、ＡがＢに対して命じなかったならば、Ｂが行わなかったであろう行

為をＢにさせようとする権力闘争において、Ａによって組織的に行使される実力である。人

類が登場して集団で生活するようになって以来、この意味での軍事力の行使がなされてきた

ことは容易に想像できる。人類史の曙光以来、軍事力の本質は変わっていない。

近年、軍事力が災害救難活動や平和維持活動などに動員される事例が目立ってきた。これ

らの事例は軍事力の役割が多様化したことを示すものであり、軍事力の本質が変化したこと

を示すものではない。災害救難活動に軍事力が利用されるのは、過酷な環境下での機動的な

活動能力や自己完結的な活動能力を軍隊が備えているからであり、軍事力の本質とは直接の

関係はない。他方、平和維持活動においては、例えば、停戦取決めからの逸脱が見られた場

合、違反者（違反勢力）に対し、取決めへの遵守を求める際、武力を行使することがあり

得、この局面において、軍事力の本質が露呈される。もっとも、平和維持活動において違反

者（違反勢力）は「敵」と呼称されることはないが、その意志に反し、武力でもって取決め

に従わせる対象になる限りにおいて、本質的に「敵」と相違ない。この意味における武力行

使の可能性があるからこそ、平和維持活動において軍事力は必要とされるのである。いずれ

にせよ、軍事力の役割と軍事力の本質とは混同してはならない。

軍事力の本質は不変であるものの、軍事力でもって争う主体（Ａ及びＢ）、これらの主体

が軍事力を行使して争う争点は歴史とともに変化した。軍事力を行使する主体（Ａ及びＢ）

は単なる個人ではなく、組織化された社会集団であり、古くは部族集団、古代の都市国家、
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中世における領主や都市、近代の黎明期における王朝国家、近代国民国家など、時代ととも

に軍事力行使の主体は変遷した。また、軍事力でもって争う争点も時代とともに変わり、近

世以降で見ると、16～17世紀の宗教戦争における宗教上の真理の是非、18世紀の王朝間戦

争の時代における王位継承権、19世紀の国民国家の時代における領土問題や勢力圏の拡張、

20世紀におけるイデオロギーの拡張と、軍事力が行使されるに至る争点は大きく変化した1 。

また、軍事力の形態も大きく変化した。人類史の曙光の時代にあっては人間集団間の戦闘

は陸上において素手や棍棒で戦われ、やがて石斧が、そして金属製武器が登場した。現在で

は陸上のみならず、海上、海中、空中で戦闘が展開され、さらには情報収集や軍事的コミュ

ニケーションのため衛星が配備されていることから宇宙空間も軍事目的のために利用されて

いる。さらに今日、論者のなかにはコンピューター技術の発展を受け、サイバー空間におけ

る戦闘を語る者もいる。歴史的に見て、軍事力が展開される空間の外延的拡大が図られ、陸

軍力、海軍力、空軍力という概念が順次、生まれたのである。それに伴い、軍事力行使の実

際の担い手である軍隊にも陸軍、海軍、空軍といった各軍種への分化が見られた。他方、今

日、逆に各軍種の統合運用の必要性が強く主張されるようになっている。統合運用が必要と

されているのは、通信技術などの著しい発展により陸・海・空の軍事力を統合的に運用する

可能性が開かれ、そして、そのような可能性が生じた以上、敵にそれを実現される前に自己

が行っていなければ、将来の戦闘における勝利はおぼつかないからである。歴史的に見れ

ば、もともと軍事力とは陸上の軍事力一つを意味していたが、海軍、空軍という軍種が分化

していき、現在、再びこれらの統合に立ち戻っていると見ることが可能であろう。

しかし、軍事最先進国であるアメリカにおいても、各軍種の統合運用の完全な実現は今後

の課題となっている。その実現にあたっての最も大きな障害は軍事力の担い手である組織に

ある。すなわち、軍事力の発展は単に技術の発展によって実現されるのではない。新たな技

術が登場し、この技術を利用できるだけの組織と軍事ドクトリンが構築されなければ、技術

は軍事力として生かされることは決してない。かつて火薬の導入に伴って、16世紀後半か

ら17世紀前半にかけて軍事上の革命が出現したが、この火薬の軍事的意義についてマック

ス・ウェーバーは「火薬及び火薬に関連する軍事技術すべては、規律があってこそ意味を

もった」と指摘した2 。この16～17世紀の軍事革命のもっとも本質的な要素は技術（火薬）

にあるのではなく、規律ある軍事組織の登場が軍事革命の本質的意味をなしたのであり、

ウェーバーの慧眼はそのことを見抜いていたのである。火薬の例は一例にすぎないが、重要

1 Evan Luard, War in International Society (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), pp. 83-131.
2 Max Weber, From Max Weber: Essays in Society, translated and edited by Hans. Gerth and C. Wright
Mills (New York: Oxford University Press, 1946), pp. 256-257.
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な点は軍事組織が要であるということである。現在の課題になっている統合の問題は、実は

統合を必要とする新たな技術の発展（コンピューター技術、衛星技術、通信技術など）があ

り、これら技術の軍事的ポテンシャルを引き出すために、まさに軍事組織上の問題として統

合が求められているのである。そして、ここでいう軍事組織とは、既存の陸軍、海軍、空軍

にほかならない。

このような統合運用が必要とされつつも、軍事組織上の問題のゆえにその実現が困難であ

る現状を背景にして、本稿では、第１に、陸軍力、海軍力、空軍力を歴史的に顧みる。第２

に、軍事力が展開される陸上空間、海上空間及び空中空間の相互関係の今後の動向を検討し

つつ、軍種の統合と「軍事上の革命（RMA）」の問題を中心に将来の軍事力の姿を検討する。

１　軍事力の相互作用と戦闘空間の外延的拡大

　軍事力とは、自己の意志（Ａの意志）を敵（Ｂ）に強要するための手段として組織的に行

使される実力である。Ａが自己の意志を貫徹すべくＢに軍事力を行使すれば、強要の対象と

なるＢもその軍事力でもってＡに抵抗する。ここに武力紛争（armed conflict）が発生する。

近代以降においては、武力紛争は主に国家間においてなされ、これは「戦争（war）」と呼

ばれる。

　敵・味方が軍事力を行使し合うと、そこに軍事力の相互作用が生じ、これはさまざまな影

響を軍事にもたらす。

　まず、軍事力の相互作用とは何か。新たな武器が登場すると、この武器に対して必ず対抗

措置が登場するのが歴史の常であった3。例えば、機関銃はそれが登場したばかりの頃は、

これに対抗する術はなく、大きな威力を発揮したものである（アメリカ南北戦争、日露戦

争、第一次世界大戦）。しかし、戦車が登場することによって、機関銃の当初の威力は大き

く減殺された（第一次世界大戦末期）。けれども、この戦車に対抗すべく、歩兵の手榴弾、

バズーカ砲（第二次世界大戦）、対戦車ロケット砲が登場し、戦車はかつてのような威力を

失った。また、第一次世界大戦において初めて航空機が登場したが、これへの対抗措置はな

いものと考えられた。とくに戦略爆撃機が構想された戦間期において、そのような考え方が

強まり、空襲への恐怖が高まった。「空襲から身を守る手立てがこの世にはないことぐらい

普通の人にも分かる道理です。いろいろな人がいろいろなことを話してくれたところで、爆

3 Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace (Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1987), pp. 3-65.
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撃機は必ず侵入できるものです。」これは当時のイギリス首相スタンレー・ボールドウィン

の発言であるが、多くの者がそのように考えていたのである4 。しかし、結局、防空システ

ムが構築され、戦略爆撃機は当初考えられていたほど無敵ではないことが明らかになった。

　ここで確認できることは次の２点である。まず第１に、機関銃が登場した後、戦車が登場

した簡単な例が示すように、軍事力の相互作用のなかで新たな武器が出現し、それに伴って

さまざまな兵科が登場した。すなわち機関銃を専門的に扱う兵科が登場し、戦車部隊（機甲

科）も出現した。第２に軍事力の専門分化が進むなか、これらの専門兵科間の連合もまた進

展することである（諸兵科連合）。すなわち、特定の武器・兵科だけでもって戦闘にあたる

ことはリスクが大きく、防御を固める観点から一つのユニット（師団、旅団や連隊など）は

さまざまな兵科をミックスせざるを得なくなる。この機関銃と戦車の例は陸軍内部のケース

であるため、兵科間の協力は進みやすかったが、ここに軍事力の相互作用のなかで、軍事力

の内部でさまざまな専門兵科が分化し、かつ、これら専門兵科間の協力が求められるという

傾向を認めることができる 5。

　本稿のテーマの関連において最も重要な軍事力の相互作用の影響は、戦闘空間の外延

的拡大である。軍事力を行使するにあたっての要点は敵軍事力の集中しているところは

避け、その弱点を撃つことである。奇襲や迂回などの動きがとられ、そのような動きを

とろうとする敵・味方の相互作用のなかで必然的に戦闘空間（戦闘が展開される空間）

は拡大していかざるを得ない。人類史の曙光の時代における戦闘は素手、棍棒や石斧を

使っての戦闘であったが、やがて時代が下ると、飛び道具（ぱちんこ、投槍、弓）が登

場し、敵・味方の兵士間の距離は広がっていった。これは戦闘空間の拡大の単純な一例

である。また、地形上の困難を克服したり、敵の意図せざる地点に兵力を集中するため、

軍隊が舟艇を使って渡河したり、海を渡ったことは古くからあった。そして、敵もこれ

を阻止しようとして対抗措置をとったはずである。この時点において戦闘空間は水上や

海上に拡大されることになった。これが水軍（海軍）の原初的な姿であった。およそ戦

闘における敵・味方の相互作用には、戦闘空間を拡大させようとする衝動が内包されて

おり、長い歴史のなかで戦闘空間は陸上から海上、空中へと漸次拡大した。そして、その

拡大は技術の発展によって与えられたのであり、新たな技術を戦闘に効果的に活用するべ

く、軍事ドクトリンと軍事組織の構築が図られた。こうして陸軍、海軍、空軍が形成されて

いき、さらに各軍種のなかにおいても諸兵科の分化が進んでいった。

4 長尾雄一郎『イギリス内外政と国際連盟――アビシニア危機　1935-36年』（信山社、1996年）248頁。
5 Jonathan M. House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century (Lawrence, Kansas: University
Press of California, 2001), pp. 3-5.
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２　陸軍力

（１）陸軍力の意義と他の軍事力との相違

　陸軍力（ランド・パワー）についてはあえて定義を要しない。それは人類史の原初から存

在した軍事力であり、極めて自明のものであるからである。歴史的に見れば、海軍力（シー・

パワー）や空軍力（エア・パワー）といった他の軍事力はもともと陸軍力というかたちで担

われていた一つの軍事力が分化していったものである。しかも海軍力や空軍力がそれ自体一

つの自立性をもった軍事力として認識されるようになったのはごく最近のことである。海軍

力が一つの自立性を持った軍事領域として認識されるようになったのは16～17世紀のこと

であり、海軍力の担い手である海軍が一つの自律性を備えた軍事組織となったのは後述のよ

うに19世紀のことにすぎない。空軍力については一つの自立性を持った軍事領域として成

立してからまだ100年も経過していない。しかも空軍力の主たる担い手である空軍が一つの

自律性を備えた軍事組織として認知されたのは、最も早い国で1920年代前後のことである。

現在では空軍力は空軍のみならず、陸軍と海軍によっても担われている。陸軍力が定義を要

しないほど自明であることは、歴史上、陸軍力に関する偉大な理論家が登場しなかったこと

からも明らかである。海軍力については19世紀の終わりから20世紀の初めにアルフレッド・

セイヤー・マハンが登場し、彼独特の方法でシー・パワーの概念が構築された。空軍力につ

いては、20世紀前半にイタリアのジウリオ・ドゥーエ、イギリスのヒュー・トレンチャー

ド、アメリカのウィリアム・ミッチェルなどの理論家があいついで登場し、彼らは空軍力の

概念構築に注力した。一方、陸軍力の場合にはそのような理論家はほとんど登場しなかっ

た。それだけ、人類史の曙光の頃から存在する陸軍力は自明のものであり続け、軍人たち

は、アレキサンダー大王、ジュリアス・シーザーやナポレオン・ボナパルトのような軍事上

の天才の実績（戦史）から学び続けたのである。

　軍事力の本質は既述のように、自己の意志（Ａの意志）を敵（Ｂ）に強要するための手段

として組織的に行使される実力である。味方の意志を敵に強要することができたとき、軍事

力はその役割を果たしたことになる。その場合、軍事力は敵の「重心」を叩く必要がある。

ここで敵の「重心」とはこれを撃たれたら、降伏せざるを得ないところを意味し、その実質

的内容は時代とともに変わる。例えば、今日の国軍（国家の軍隊）が誕生した時代、すなわ

ち17～18世紀の王朝間戦争の時代においては、「重心」とは宮廷の存在する首都のことで

あった。この首都を防衛すべく軍事力が首都以外の周辺地域に配置され、野戦が展開され

た。この野戦において敗北を喫し、敵軍によって軍事力が完全に粉砕された場合には首都は

無防備となり、降伏せざるを得なくなる。それでもなお、降伏を認めないのであれば、敵軍
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による首都の占領を甘受して、宮廷は首都を脱出して周辺地域に移動し、なお抗戦を続ける

ことは可能であろう。しかし、いまだ国民が形成されていないこの時代の現実においては、

そのような抗戦は不可能に近かった。ここで留意したいのは、敵の「重心」とはあくまでも

敵の首都であるが、この首都を防衛する敵軍事力の中心が粉砕され、首都が無防備となった

時点で講和が可能になることから、敵軍事力の中心が第２の敵の「重心」となることであ

る。そして、ここでさらに「敵軍事力の中心の打破」とは何かという問いが生じるが、それ

は文字通り敵主力部隊との決戦によってこれを粉砕することが一つ考えられる。この決戦は

単一の戦闘によってではなく、複数の戦闘によることが多かった。さらに地理的な要衝を敵

の抵抗を排して占領し、敵軍事力の意義を大きく減殺することもできた。この場合には地理

的な要衝が第３の敵の「重心」となる。この第３の「重心」が撃たれた段階で、将来を期し

て講和を求めることは可能であったが、実際にそうするかどうかは、宮廷にいる政治指導者

の判断によった。

いずれにせよ、このように敵の「重心」の連鎖の拡大が続くが、17～18世紀の時代

にあっては究極の「重心」は首都であり続けた。それ以外の「重心」はいわば副次的か

つ低次のものであると考えることができる。ここで、首都占領をなし得るのはあくまで

も陸軍力だけである。後の時代に戦闘空間が海上、空中に拡大されたが、少なくとも20

世紀までは、海上、空中での戦いにおける敵軍事力の粉砕・無力化は副次的な「重心」

といっても過言ではなかった。例えば、海軍力が動員され、兵士の輸送を行い、敵補給

路の切断を図ろうとする場合、これに対抗するため、敵も海軍力を動員し、艦隊同士の

決戦に至ったことはあった（ナポレオン戦争時代におけるトラファルガーの海戦）。しか

し、敵海軍力の粉砕・無力化はつまるところ副次的な「重心」にすぎなかった。ここで

の言明は海軍力、空軍力の意義を落とすことを意味するものではない。とくに空軍力に

ついては後述のように、現在、その意義は極めて大きくなっているのである。

　しかしながら、軍事力の本質に照らすと、軍事力の矛先が向けられる対象は人間であ

ることは自明のことであり、そして、その人間は陸的存在である。「人間は陸の生物であ

り、陸を踏み歩む動物である。人間は直立し、歩き、そして大地の上で活動する。これ

が人間の拠って立つところであり、その基盤である6。」（カール・シュミット）したがって、

人間の意志に働きかけることを目的とする軍事力の究極の姿は、敵側人間の居住する大地を

占領し得る陸軍力である。

　「占有力」として知られるこのような陸軍力の際立った特徴は、古くから認識されており、

6 カール・シュミット（生松敬三、前野光弘訳）『陸と海と――世界史的考察』（福村出版、1971年）
3頁。
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その認識はヨーロッパ起源の古典的な戦時国際法においても表現されていた。陸軍力はいか

に破壊的な戦闘手段が使われようと、つまるところ敵の大地の占領に役立たなければならな

い7 。敵の大地を占領する陸軍力の担い手である陸軍は、占領地域における安寧と秩序の保

持に大きな関心を持ち、そのために自己の権威を敵住民の上に確立しなければならなかっ

た。そこで陸軍は必然的に占領地域住民と直接接触を行い、保護と服従の関係にかかわるこ

とになる。占領を行う陸軍は占領地域において公的な秩序を保持して住民を保護し、住民は

占領権力への服従を義務付けられる。したがって、論理的には、このような陸軍の行う戦争

は戦利品戦争や略奪戦争ではあり得なかった。そのことは、占領軍に占領地域の略奪を禁じ

たり、被占領住民に占領権力への服従を求める戦時国際法として表現された。

　他方、海軍力はそうではない。カール・シュミットが述べたように、「海戦は単に国家の

艦隊が相互に戦うのではないところの貿易戦争や経済戦争であり続けた。海戦は、直接にま

たそれ自身において、ずっと戦利品戦争であった。海戦は、敵の私所有権に、さらには中立

者の私所有権に、直接に向けられていた8。」このシュミットの発言は、本格的な海軍力が

成立した16～17世紀の歴史を顧みて明らかである。16世紀までの海軍力は陸上兵力の移動

のために使われたのであり、海戦があったとしても、それは船上での地上戦にすぎなかっ

た。古代の海戦が典型であるが、オールによって進む艦船が衝角戦法でお互いに衝突しあ

い、兵士たちは板を敵船に渡し、その上を歩いて敵船に乗り込もうとした。したがって海戦

では常に接近戦が展開された。しかしながら16世紀には新しい艦船が登場し、従来とは異

なる新しい海戦が出現した。側面に大砲を搭載した艦船が登場したのである。これらの艦船

は側面の大砲から射撃し、敵艦船を撃沈しようとした。海戦はもはや接近戦ではなく、相互

に大きな距離をはさんでの砲撃戦となり、高度な帆走術を必要とする運動戦となった。海戦

は船上の陸地戦の域を脱することになり、これによって一つの自立性をもった海軍力の成立

をみることになったのである9。同時にこの16世紀は、海賊の時代であり、フランシス・ド

レーク、サー・ウォルター・ローリー、ホーキンス、サー・ヘンリー・モーガンといったイ

ギリスの海賊が国王から敵船拿捕免許状をもらって、私掠船を操り、スペインの艦船を襲っ

ては銀を略奪していたのである 10。この海賊の活躍に起源を有する海戦は、したがって戦

利品戦争の本質を持っていたのである。そのことは国際法にも表現されており、海戦におい

ては、陸戦法規とは異なる別の戦時国際法制度が発展した。海軍力においては「占有力」の

概念は希薄であった。

7 カール・シュミット（新田邦夫訳）『大地のノモス』下（福村出版、1976年）463頁。
8 同上、450頁。
9 シュミット『陸と海と』33-34頁。
10 同上、37頁。
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　空軍力はそれ特有の際立った特徴を持っている。陸軍力は敵国土を占領し、安寧と秩序を

保持するという任務を持つ以上、殲滅だけをもっぱらとするわけにはいかない軍事力であ

る。仮に陸軍力がいかに殲滅的な手段を備えていようと、そして実際、近代以前の歴史にお

いては住民の殲滅を図った事例はあるけれども（17世紀の宗教戦争）、近代以降においては

殲滅だけを目的とする陸軍力はあり得なかった。これに比べると空軍力の特徴がはっきりす

る。空中からの爆弾投下はもっぱら破壊の性格を備えている。爆撃機が敵国軍や敵住民との

直接接触を行うことはあり得ず、それは敵の上空を瞬時に飛び去り、目標物の破壊だけを行

う。当然ながら、「占有力」という概念が入る余地はなかった。また、海軍は鹵獲権を行使

するが、この鹵獲権の対象は単なる破壊の対象とはなり得ない。空軍力は純粋に破壊を目的

とする点において、海軍力とも大きく異なる軍事力である11。

　これまでの議論から陸軍力の特徴が明らかになる。陸軍力は敵の大地を占領するという性

格を持っており、したがって究極の軍事力である。そして、それは占領地における公的秩序

を保持する任務を持つ以上、私的なるものの破壊には抑制を働かす点において、海軍力とも

空軍力とも異なる軍事力なのである。

（２）陸軍力の原型とその発展の歴史

　ここで、陸軍力の発展の歴史を顧みたい。陸軍力の歴史は敵・味方の相互作用のなかで、

新たな武器が登場し、それを運用する兵科が出現し、そして諸兵科連合（combined arms）

が形成されていく歴史と見ることができる。ここで、この諸兵科連合の形成の歴史をすべて

見ることは紙幅の制限から不可能であるので、まず最も分かりやすい古代の陸軍力の発展を

概観することにしたい。古代の陸軍力発展のありさまには諸兵科連合のプロセスが典型的な

形で圧縮されているからである。

　人類史の曙光の頃、最初の兵士はまったくの歩兵であり、素手、棍棒、石斧で戦闘を行っ

た。やがて、馬の家畜化に成功すると、その軍事的利用が始まり、二輪戦車（チャリオッ

ト）が登場した。このチャリオットはそのスピードや機動力によって歩兵を圧倒することが

できた。これへの対抗措置として登場したのが、ギリシア都市国家において誕生したファラ

ンクス（密集方陣）である。これは訓練された兵士が行列を形成して密集し、盾を相互に

オーバーラップさせながら前進するものであった。このファランクスの縦深が深ければ（通

常６列以上）、突撃するチャリオットの衝撃を吸収することが可能であった。ここにファラ

ンクスの時代が到来した。当時の兵士はいかなることがあろうとファランクスの列を乱さな

11 シュミット『大地のノモス』下、461-464頁。
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いように徹底的な訓練（ドリル）を受けた。しかし、このファランクスにも欠点があった。

それは思わぬ方向から敵の攻撃があった場合、ファランクス全体の向きを急速に転回するこ

とができなかったことである。紀元前４世紀にマケドニアのフィリップ２世とアレキサン

ダー大王は、歩兵からなる伝統的なファランクスに他の兵科を加えた新たな軍事組織を作っ

た。すなわち従来のファランクス部隊に新たに騎馬部隊と軽快な動きをする軽武装歩兵部隊

を加えたのである。これらの新しい部隊が転回しにくい敵ファランクスの死角を撃ち、敵の

ファランクス編成を崩した上で攻撃することになった。ここに単一の兵科（ファランクス）

だけでなく、複数の兵科をミックスさせた陸軍力が生まれた。しかし、このようなマケドニ

アの陸軍力もローマの軍団（レギオン）によって打ち破られた。ローマのレギオンとは複数

の小規模ファランクスをチェスボードのように配置したものであり（兵士の総数は100名）、

奇襲を受けてもレギオン内の小規模ファランクスが奇襲を受けた方向に転回し、これに対抗

できるようにしたものである。レギオンはギリシアの単純なファランクスとは異なり、機動

性を備えていた。さらにレギオンには偵察のための軽武装騎馬兵、ミサイルの原型ともいう

べき槍やカタパルトなどの飛び道具を操作する部隊が含まれていた。さらには野戦での宿営

地を準備する工兵部隊も含まれていた。こうして一個のレギオンには、４つの兵科が含まれ

ることになった。すなわち、歩兵、騎兵、砲兵、工兵である。この４つの兵科は今日にもお

いても陸軍力を構成する基本的な兵科であり、陸軍力の原型はローマ時代に完成したといっ

てよい。ローマ軍はこの４つの兵科の連合を効果的に運用することができたから、帝国の版

図を広げ、これを維持し得る無敵の軍となり得たのである12 。

　その後、個々の騎士の決闘が主流となった中世を経て、近代の曙光の時代に登場したグス

タフ・アドルフによって、ギリシア・ローマ時代以来1000年ぶりに、規律に従って集団で

戦う陸軍力が復活した13。やがて、近代国家が登場し、グスタフ・アドルフによって先鞭を

つけられたモデルにしたがって国軍（陸軍）が整備されていったが、ローマ軍によって確立

された４つの兵科のパターンはこれらの国軍においても変わりなく受け継がれていった。そ

の後、20世紀に至る間、技術の大きな発展により、新たな武器が登場し、例えば戦車の登

場によって騎兵は機甲となり、砲兵がロケットやミサイルを扱うことになって、砲兵部隊の

なかからロケット部隊やミサイル部隊といったさらなる兵科の細分化を見ることになった

が、この４つの兵科の基本的パターンは踏襲されたといってよい（なお、自衛隊では「普通

12 House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, pp. 1-2.
13 ガンサー・Ｅ・ローゼンバーグ「17世紀の『軍事革命』」ピーター・パレット編（防衛大学校「戦
争・戦略の変遷」研究会訳）『現代戦略思想の系譜――マキャヴェリから核時代まで』（ダイヤモンド
社、1989年）23-51頁。
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科」「機甲科」「特科」「施設科」と呼ばれる）。

　最近の趨勢は、細分化された兵科の連繋が軍事組織ヒエラルキーのより下部のユニットで

図られるようになっていることである14 。すなわち、軍団よりは師団において、師団より

は旅団において、そして、現在では旅団よりさらに規模の小さい戦闘グループに各種兵科の

機能が集められている。これに伴い、軍事組織の組織構造にも変化が生じている。昔は独立

した各種兵科の動きを調整することに意が払われたものであるが、やがて各種兵科の独立し

た動きの調整の域を越え、兵科間の協同が追求されるようになった。そして、現在は各種兵

科の機能を併せ持つ軍事ユニット（いわゆるタスク・フォース）の構築が追求されるように

なっている。

（３）戦闘空間の拡大と各軍種の分裂

　19世紀以降、注目すべき事態の展開があった。海軍の自立性の高まりと新たな軍種、空

軍の誕生である。すでに見たように、16世紀になって海戦は単なる船上の陸地戦の域を脱

し、高度な帆船術を要する隊形変換を伴う海戦となった。それによって海軍力が成立した。

しかし、19世紀後半まではこの海軍力の担い手である海軍と陸軍力の担い手である陸軍と

の協力関係は概して良好なものであった。その背景には、当時の国軍の規模が小さく、後年

におけるような大規模な軍事官僚機構は発達しておらず、陸・海両軍の軍事指導者の人間関

係に基づくチームワークがよく働いていたことが大きい。19世紀に入ると、鋼鉄製の船舶、

内燃機関、精度の向上した大砲の登場に伴って強力な火力を備えた装甲汽走艦が現れ、海軍

の自律性が強まった15 。マハンのシー・パワー論の登場はこの自律性の強まりに一層拍車

をかける結果になった。マハンの理論は一国の国益はシー・パワーによって確保され、した

がって海軍のみがこれを実現し得るとするものであり、それは海軍関係者のイデオロギーと

なった16 。そして、艦隊決戦思想の強まりのもと、技術の進歩に後押しされるかたちで、海

軍の想定する主たる戦闘空間は陸から遠くかけ離れた大洋となり、以前に見られたような陸

上戦との有機的つながりが失われる結果となったのである。

14 House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, pp. 3, 281.
15 Albert D. McJoynt,“Joint Operation,”in Franklin D. Margiotta, ed., Brassey’s Encyclopedia of Land Forces
and Warfare (London: Brassey’s, 2000), p. 534.
16  Ibid.
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　引き続き、空軍が第一次世界大戦以降になって登場した。すでに第一次世界大戦中に航空

機が登場し、空中から陸上での戦闘を支援した。しかし、大戦以後、主要国の空軍は独立の

軍種としての立場を要求し、イギリス、イタリア、ドイツにおいて空軍が独立した。海軍が

かつてシー・パワー論を掲げて軍種の独立を求めたのに似て、今度はドゥーエらがエア・パ

ワー論を唱えて、空中空間における戦闘の独自性を主張した。その主たる内容は戦略爆撃の

高い有効性を主張するものであって、とくに英米両国においては戦略爆撃の有効性が強く信

じられるようになった。それに伴い、第一次世界大戦時に見られたような航空機と陸上戦と

の有機的つながりは看過されるようになった。

　第一次世界大戦後、全般的な軍縮の傾向のなかで軍事に振り向けられる予算が減少し、

陸・海・空の各軍種は限られた予算配分をめぐって争ったものである。とくに英米のような

民主主義国では予算配分の正当性を国民に説明する必要があったため、軍事ドクトリン（国

防政策）を策定し、これに依拠しつつ、予算配分を要求しなければならなかった。そして、

そのことが背景となって、今度は軍事ドクトリンの内容をめぐる各軍種間の競争が厳しいも

のとなり、各軍種はそれぞれの独自性を際立たせようとして、ドクトリンの面においても分

裂が生じることになった。ドクトリンをめぐる争いは時として不毛な事態を招来することも

あった。現実に軍種の協力が必要な場面に直面しても、一度、前例ができると後のドクトリ

ンの見直しの際に不利な影響を受ける恐れがあるという理由で、実効性のある協力がなされ

なかったことすらあった17 。このような現実のメカニズムが働いて、海戦と陸戦との分裂、

空戦と陸戦の分裂がもたらされるようになったのである。

　第二次世界大戦時、各軍種の統合運用が求められる作戦は多々あった。ノルマンディー上

陸作戦のように陸・海・空の統合運用が成功したケースもあったが、その反面、うまくいか

ないケースもまた多かったのである。太平洋戦線において、アメリカ海軍は一度ならず、島

嶼に対する艦砲射撃を拒否した。当時の海軍関係者の間では、海軍の重要任務は海上決戦で

あると強く信じられ、彼らは艦砲射撃よりは日本海軍の索敵を重視したのである。ヨーロッ

パ戦線においては、英米の空軍は戦略爆撃を優先したため、対地支援に部隊を振り向けるこ

とに消極的であったことはよく知られている。これらの空軍指導者は戦略爆撃のドクトリン

に強く拘束され、対地支援には消極的であり、そのため北アフリカ作戦で連合国軍は大きな

犠牲を払うことになったのである18 。

17  Ibid . ,  p .  538.
18 Ibid., pp. 536-537.
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　第二次世界大戦後の冷戦期においても事態に大きな変化はなかった。アメリカにおける核

戦力の担い手をめぐる空軍と海軍の対立と競争はあまりにも有名であるが、これは各軍種の

分裂の典型的な例である。第二次世界大戦の経験に照らして統合の必要性が認識され、アメ

リカでは1947年の国家安全保障法によって統合参謀本部が設立され、1949年の同法の改正

で国防長官の権限の強化、統合参謀本部議長の設立が図られた。また、仮想敵であったソ連

において、その国家体制の性格上、軍事に対する政治統制が極めて強く、陸軍力を中心にし

て海軍力と空軍力を位置付けるといった形での軍事力の統合的運用ドクトリンが策定されて

おり、したがってアメリカもこれに見合った対応をとるべきことも認識されていた19 。に

もかかわらず、結局、各軍種の分裂には根強いものがあった。

　19世紀末から20世紀に見られた、これら一連の展開は、技術の発展に支えられて戦闘空

間が陸から海・空へと拡大したが、しかし、戦闘の担い手である陸軍、海軍、空軍がそれぞ

れの独自性を主張した結果、戦闘空間は拡大したものの、その実、分割された空間が並存す

ることになったと要約することができよう。

（４）陸軍力の見直しと空軍力の重要性

　第二次世界大戦の末期に核兵器の登場を見た。冷戦期の当初、核兵器は「絶対兵器」と考

えられ、一時期、陸軍中心の通常戦争の可能性は大きく減っていくものと考えられた。新し

い兵器が登場すると万能の兵器だと考えられることがあるが、このようなことは核兵器以外

にも過去に例がある。すなわち、本格的な海軍が登場した19世紀末から20世紀初頭にかけ

て、マハンがシー・パワー論を説き、あたかもシー・パワーのみによって一国の国益が確保

されるかのような考え方が一時、流行したことがあった。しかし、現実にはそうではなかっ

た。戦間期に空軍が登場した頃、ドゥーエによって戦略爆撃こそがもっとも有効な戦争方法

であると主張され、それだけで戦争に決着をつけられるかのような空軍万能主義が流行した

ことがあった。しかし、第二次世界大戦の経験でそうではないことが示された。この同じパ

ターンが核兵器についても繰り返されたのである。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、当時

の人々は陸軍力が動員される通常戦争は依然として行われることを思い知らされることに

なった。引き続く、米ソ核パリティの時代においても、陸軍力は依然として必要であった。

核パリティによってもたらされた相互抑止は、その実、米ソ両陣営間の核戦争と大規模通常

戦争を抑止したにすぎないのであって、周辺地域における非通常戦争は何ら抑止し得なかっ

19  Ibid. ,  p .  539.
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たのである。その典型がベトナム戦争である。ベトナム戦争を始めとする地域戦争の経験に

よって、自己や味方の意志を敵に強要するための手段として組織的に行使される武力という

軍事力の本質は、大地を実効的に支配し得るか否かによって、したがって究極的には陸軍力

によって達成されるものであることが改めて認識されるようになった。

　ところで、近年、空軍力（エア・パワー）の重要性が強く認識されている。しかし、これ

は空軍万能主義のことではない。湾岸戦争直後、精密爆撃の印象的な効果に強い影響を受

け、空軍万能主義的な考えが強まり、その是非をめぐって議論が惹起され調査研究も行われ

たほどであるが20 、実際に空軍だけで湾岸戦争を勝利し得たわけではない。このことは次

の単純な事実を想起するだけで明らかである。1991年１月半ばから２月末までの40日間に

わたって航空機や巡航ミサイルによる精密爆撃が繰り返されたが、それだけでイラク軍のク

ウェートからの撤退が成し遂げられたのではない。アメリカ軍を中心とする多国籍の陸軍力

がイラク軍の無条件撤退を成し遂げたのである。

　湾岸戦争で注目されるのは、ここで述べた空軍万能主義とは異なる意味での空軍力（エ

ア・パワー）の重要性である。湾岸戦争で明確になったのは、空軍力によって戦域（戦闘空

間）が規定されるということである。空軍によって担われる空軍力によって制空権が確保さ

れ、さらに陸軍、海軍、そして空軍によって担われる空軍力により敵の重要目標がすみやか

に破壊される。ここに勝利を収めるための戦域（戦闘空間）が準備され、その後、陸軍力が

突入する。しかし、これは、海軍力が無意味になったということではない。海軍力により海

を制覇することによって戦場への陸軍力の輸送が可能となり、さらに艦艇をプラットフォー

ムとする航空攻撃やミサイル攻撃などによって空軍力の投入も可能となる。

　湾岸戦争以降、将来の戦闘の姿が明瞭になってきたが、ダグラス・マクレガーはそれを次

のように描く 21 。まず戦闘の開戦段階（preparatory/initial phase）では、空軍力が極めて

重要な役割を果たす。巡航ミサイルや航空機による、敵領土内奥にまで及ぶ精密誘導爆撃に

よって、敵の神経網（C4I）が切断され、また、防空施設や大量破壊兵器施設など軍事的な

重要拠点もあらかじめ破壊される。このような空軍力は空軍、海軍だけによって担われるの

ではなく、陸軍もロケット砲部隊（Rocket Artillery Groups）、ヘリコプター攻撃部隊

（Aviation Strike Groups）などを投入し、空軍力を提供する。この段階ではすべての目標

を破壊する必要はない。次に浸透段階（infiltration/penetration phase）がくる。この段階

20 Eliot Cohen, Gulf War Air Power Survey (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office,
Department of the U.S. Air Forces, 1993).
21 Douglas A. Macgregor, Breaking the Phalanx: A New Design for Landpower in the 21st Century
(Westport, Connecticut: Praeger, 1997), pp. 145-147.
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で師団より規模の小さな陸上戦闘グループが敵領土に複数の地点から浸透を開始する。この

戦闘グループは機動性のある、地上戦闘能力を備えた部隊であり、例えば、エアボーン部隊

がこれに該当する。これらの陸上戦闘グループは味方軍の偵察能力やスタンド・オフ攻撃能

力を超えない範囲内に浸透を行い、譬えれば虫の群れ（スワーム）のような運動戦を行い、

空中偵察によって発見された敵の隙や脆弱点を攻撃する。その間においても空軍航空機、陸

軍ロケット砲部隊やヘリコプター攻撃部隊は引き続き攻撃を行い、陸上戦闘グループの攻撃

前進に弾みを与える役割を担う。そして、敵地上部隊との正面衝突は極力避けつつ、軍事的

に重要な施設を占領したり、破壊したりする。この段階で重要なのは「航空阻止」能力の維

持であり、これができなければ、陸上戦闘グループの安全は確保できない。このような戦闘

形態は、いうまでもなく、例えば、GPS、精密誘導爆撃、戦場把握能力などによって可能と

なったのである。浸透段階のあと、第３段階として収穫段階（exploitation phase）が続く。

この段階で重武装の陸上戦闘部隊が投入され、敵の後方地域の攻撃を行う。さらに空地攻撃

によって敵の後方奥にある軍事拠点を徹底的に叩く。また、敵の大量破壊兵器施設も完全に

除去する。最後に、戦闘終結段階（conflict termination phase）が訪れる。この段階で重

要地域の占領が行われ、占領地域の安寧と秩序の回復という昔ながらの陸軍力の任務が遂行

される。このようなビジョンに基づく戦闘形態を主導しているのは、もっぱらアメリカであ

るが、遅かれ早かれ、他の国も多少のバリエーションを伴うことがあるにせよ、これを模倣

しようとするであろう。

ここでの簡単な叙述から明らかなように、今後の戦闘にとって空軍力は極めて重要にな

る。この空軍力によって戦域（戦闘空間）が設定され、その枠のなかで陸軍力が活動し、敵

に最後の止めを刺すことになる。このような陸・海・空各軍種の統合運用の展開は、19世

紀以来、戦闘空間が拡大するとともに、それが陸・海・空の各戦闘空間に分裂していたの

が、再度、一つにまとまったものとみなすことができよう。しかも、それは空軍力によって

設定された戦域のなかでの統一なのである。

　このような戦闘形態は、軍事組織の組織構造の変革を要求する。すでに述べたことである

が、より多くの兵科の機能を軍事組織の下部のユニットに集中させるような方向に組織構造

を再編する傾向が強まっている。それによって一つのユニットに機動力、防護力、火力のす

べての機能を持たせることができるようになる。中隊レベルにおいてさえ、今日のアメリカ

軍のそれは第二次世界大戦勃発時には想像することができなかったほど多くの装備を備え、

多くの機能を発揮することができるのである22  。

22 House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, p. 281.
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（５）軍事力全体における陸軍力の重要性

軍事力は陸軍力、海軍力、空軍力に分化していったが、軍事力全体におけるそれぞれの重

要性のウェイトは相対的なものである。つまり、時代の戦略的状況によって規定される。現

在、先に見たアメリカ軍の戦闘形態に見られるように空軍力が極めて重要なものとして認識

され、海軍力はそれほど注目されていないように見える。しかし、それにはそれ相当の戦略

的理由がある。

　およそ軍事力における陸軍力、海軍力、空軍力それぞれの重要性のウェイトは、敵の存在

によって定まる。例えば、強力な敵海軍が存在し、これを打破する必要に迫られた場合、海

軍力のウェイトは高まらざるを得ない。はるか昔の艦隊決戦であるにせよ（トラファルガー

海戦、対馬海戦）、一昔前の空母機動部隊同士の航空撃沈戦によるにせよ（ミッドウェー海

戦）、敵海軍を無力化し、制海権を掌握しなければ、究極の軍事力である陸軍力を投入する

ことは不可能である。このような状況では海軍力のウェイトが増すのは自明のことである。

この意味において、各軍事力のウェイトは所詮、相対的、状況規定的なものである。

　今日の戦略状況を見ると、アメリカ海軍は他の追随を許さぬ圧倒的優勢に立ち、アメリカ

は事実上、全世界の海の制海権を握っているといっても過言ではない。アメリカが問題視し

ている国は、周知のようにイラク、イランなどであるが、いずれの国も沿岸に機雷敷設など

の措置をとることはできても、強力な海軍は保有せず、制海権は持っていない。そのような

状況においては海軍力の主たる任務は他の軍事力を輸送することとなり、一見するとその

ウェイトは低くならざるを得ない。このようななか、アメリカ軍の戦闘は敵領土の入り口

（敵領海に接する公海、敵領土に接する隣国との国境線）から始まることになる。敵領土に

は敵の陸上部隊が濃密に存在する。そして、敵航空機、敵ミサイルや防空施設などがあり、

これらを叩くために空軍力が不可欠のものとなる。この空軍力によって設定された戦闘空間

内で陸軍力が敵陸上部隊や敵軍事施設を無力化する。このような構図においては空軍力の重

要性は高まっていく。陸軍力も空軍力に劣らず重要であるが、一般には空軍力ほど目立たな

い。その背景には後述するように味方兵員の人命を重視する「ポスト・ヒロイック・ウォー」

の風潮の強まりがある。

現在の戦闘の構図は、別の課題をアメリカ軍に課する。それは、危機が発生したら、迅速

に陸軍力と空軍力を問題となっている地域に投入するという課題である。なぜなら、一度、

既成事実（fait accompli）が形成されたならば、元の状態に戻すには多大のコストがかかり、

「ポスト・ヒロイック・ウォー」の時代において、そのような事後の軍事介入は国内的支持

が得られにくいと考えられるからである。この観点から、危機が発生したら既成事実ができ

る前に陸軍力を投入する重要性がよく理解できよう。しかし、今後の戦略環境の重要な特徴



126

は、世界のどこで誰によって危機が発生するのか、事前に予測できない不透明性

（ambiguity）であり、そのことを背景にして、陸軍力を迅速に投入するという課題は困難

なものとなる23 。そのため、重要となるのが即応部隊や緊急展開部隊の構築である。また、

前方展開態勢の強化が重要となる。今後、アメリカ軍の前方展開態勢の必要性は高まること

はあっても、低減することはあり得ないと考えられる24 。（なお、政治的な理由でアメリカ

陸上戦力の前方展開が困難な場合には、海軍力をもって前方展開態勢を維持する可能性があ

り、この意味において海軍力は重要なものとなる25 。）

　ここで軍事力、そしてその中核にある陸軍力の意義を改めて考察したい。今後のアメリカ

の軍事介入の対象となる国（例えば、湾岸戦争時のイラク）は、誇張を恐れずにいえば、1945

年時点の日本に譬えることができよう。日本は強力な海軍力と空軍力を持っていたが、３年

以上の戦争の間、これらの軍事力は無力化され、制海権と制空権を失った。また戦略的要衝

（サイパンなど）も奪われた。1945年時点での日本は軍事的にいえば、湾岸戦争時のイラク

と類似する立場に置かれていたといえよう。湾岸戦争開始時、イラクはアメリカ軍に対抗し

得るだけの海軍力もなければ空軍力もなかった。イラクはこのような状況でクウェートから

の撤退要求に抵抗をし続け、イラク本土でアメリカ軍と交戦したが、その一方、日本はイラ

クと同じ軍事状況下で本土決戦を行わず、無条件降伏をした。このような対照的な事態は、

降伏の問題、そして、陸軍力、ひいては軍事力の本質を問う問題を含んでいる。イラクがな

ぜ、軍事的抵抗の選択を行ったか、その真相はイラク政府内の文書が明らかにならない限り

正確には不明である。しかし、結局、アメリカ軍との交戦の結果、イラクはクウェートから

撤退した。日本の場合、本土での陸上戦を経ずに降伏したのは、当時の政治指導者の判断に

よる。当時のアメリカ軍指導部において、日本降伏後、連合国軍が進駐した場合、残存兵力

による抵抗、住民による反乱が発生することが恐れられていたが、実際にそれは起こらな

かった。日本国民が武力抵抗や反乱を起こさなかったのは、降伏を認めた政府の方針に従っ

たからである。ここには、早々と降伏を認めた日本、交戦を経て、結局、事実上降伏したイ

ラクの鮮やかな対照がある。ここで、もっと視野を広げて、軍事的無力化後の占領までの事

態の推移を見ると、そもそも交戦相手国が降伏をしないケースも想定できる。それにはいく

23 Karl Mueller, “Flexible Power Projection for a Dynamic World: Exploiting the Potential of Air
Power,”in Cindy Williams, ed., Holding the Line: U.S. Defense Alternatives for the Early 21st Century
(Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001), pp. 212-218.
24 2002 Annual Report to the President and the Congress, pp. 52-53, http://www.defenselink.mil/execsec/
adr2002/index.htm.
25 Roger Cliff, Sam J. Tangredi, and Christine E. Wormuth,“The Future of U.S. Overseas
Presence,”in Michele A. Flournoy, ed., QDR 2001: Strategy-Driven Choices for American’s Security
(Washington, D.C.: National Defense University Press, 2001), p. 259.
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つかのケースがあり得る。政府が決して降伏を認めず、結局、政府崩壊後、終戦となるケー

ス（第二次世界大戦でのドイツ）、政府が降伏を認めても民衆の反乱が起こるケース（普仏

戦争終結直後のパリ）が挙げられる。そして、今後、問題となり得るのが、軍事的に敗北し

ても政府がいつまでも降伏を認めず、仮に降伏を認めても、残存兵力が武力抵抗を続けた

り、民衆の反乱が発生し、その結果、国家の内部破綻が起こり、秩序回復ができないケース

である。そのような兆候は、例えばソマリアにおいて見られた。平和強制活動の対象となっ

たソマリアでは、アイディード将軍ら地元の有力者が割拠しており、秩序回復は困難であっ

た。現在、「破綻国家」の問題が多発しているなか、このソマリアのケースには降伏のない

ケースの問題点を予示するものが含まれている。軍事力の本質は自己の意志を敵に強要する

ための手段として組織的に行使される実力であるが、相手がいつまでも降伏を認めない場

合や相手国（交渉相手）が内部破綻のため消滅してしまったら、政治の手段としての軍事力

の意義がそもそも問われるであろう。したがって、今後、軍事力の行使にあたっては、相手

側の軍事的敗北後の事態を十分に考慮することが一層重要になる。さらに、付け加えて検討

すべき論点がある。近年、目立っているのが、相手国の政治秩序の再建に軍事力が使われる

例である。この古典的な例が日本占領であるが、2001年の9・11事件後のアフガニスタン

作戦終了後の同国再建のケースもこれに該当する。いわゆる「ログ・ステート」や「破綻国

家」が脅威視されているなか、これらの脅威を取り除くためには、そもそも相手国の国内政

治体制を抜本的に改造すべきだとの考え方があり得る。具体的には「民主化」ということに

なるが、このような考え方に基づき、仮に今後、政治体制変更を明示的な目標に掲げた占領

が行われるのであれば、陸軍力の重要性は改めて見直されるであろう。なぜなら、地上の政

治秩序の変更なり再建はすぐれて陸軍力による「占有力」があってはじめてなし得ることだ

からである。したがって、陸軍力の本質的任務の一つである占領のあり方についても十分な

研究が必要となろう。
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３　海軍力――サラミスの海戦から「DDX」まで

（１）海軍力の定義と考察の対象とする具体的形態

　一般に、シー・パワー（sea power）は海を自由に利用することができる一方、敵にはそ

れを許さない能力と定義される。換言すれば、それを有する者（現実には国家）がその領土

と目標地点の間の水域で軍隊を移動させたり、貿易を行ったり、資源を活用したりすること

ができると同時に、敵がそうすることを阻止できる能力である。また、シー・パワーは制海

（command [or control] of the sea）を源泉とすると考えられている 26 。本稿における海軍力

に関する議論は、こうした伝統的なシー・パワーに関する議論を否定するものではない。む

しろ、その枠組みのなかで、海軍力の具体的な形態を考察し、その本質に迫るという目的か

ら、海軍力を改めて以下のように定義する。

　海軍力とは、海（湾を含む）、河川、湖沼の水上及び水中に展開する軍事力をいう。すな

わち、ここでいう海軍力とは、シー・パワーとも軍種の一つである海軍とも同義ではなく、

より狭義の限定的かつ具体的な意味で用いる。また、その担い手は時代によって変遷が見ら

れるが、近代における海軍力の担い手は基本的に国家であり、海軍力は国家の目的に奉仕す

る手段である。

　考察の対象とする具体的形態である海軍力の構成要素は、各種艦艇及び水雷（魚雷、機

雷）、聴音装置等の水中もしくは水面で機能する兵器、並びにこれらの運用等にかかわる人

員である。海兵隊やかつての日本海軍陸戦隊などは海軍力と見なさない（本稿では、これ

らを陸軍力に分類する）。海軍の航空兵力（対潜哨戒機、艦上から発進する航空機やヘリコ

プター等）や艦艇から発射されるミサイル類（トマホークに代表される巡航ミサイルや

SLBMなど）も海軍力に含めない（本稿では、これらを空軍力に分類する）。反対に、航空

機が発射する魚雷、同じく航空機によって敷設される機雷、ソノブイ等は海軍力と考える。

　ただし、民間の船舶をここでいう海軍力に含めるか否かに関しては議論の余地がある。

戦時もしくは開戦を控えた時期に、軍に徴用され、兵員や軍需物資の輸送にあたる船舶は

明らかに海軍力と考えられるであろう。しかし、平時に民需か軍需か明確に区別すること

26 Herbert Richmond, Statesmen and Sea Power (Oxford: Clarendon, 1946), p. ix; E. B. Potter and
Chester W. Nimitz, eds., Sea Power: A Naval History (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1960), p. 19. リチャード・コッボルト「海軍力――万物流転」防衛庁防衛研究所編『軍事力の本
質――21世紀を迎えて』（防衛庁防衛研究所、2002年）53頁。ちなみに、シー・パワーという言葉を
最初に用いたとされるアルフレッド・セイヤー・マハンは、その20冊の著書と137本の論文のなか
で、シー・パワーを一度も明確に定義していないことはよく知られている（Hervé Coutau-Bégarie,
La puissance maritime: Castex et la stratégie navale [Paris: Fayard, 1985], p. 45）。
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のできない物資（例えば、石油、鉱山資源等）を輸送する船舶を海軍力と見なすことができ

るであろうか。もっとも、第二次世界大戦期までの日本のように、船舶が建造される段階で

あらかじめ戦時における徴用先が陸軍であるのか海軍であるのかが決定されるようなシステ

ムになっているのであれば、明らかに潜在的な海軍力を構成するものの一つとして考えるこ

とは可能である。この問題は陸軍力や空軍力にも共通するが、さしずめ、ここでは明確な判

断は保留し、軍が保有する戦力を念頭に置いて議論を進めたい。同様の理由で、造船会社等

の軍需産業に関しても、本稿では正面から取り上げることはしない。

　また、最近、情報技術の発展で通信衛星を利用した宇宙からの海洋の偵察や電波による方

向探知（衛星航法）等が可能になったことから、宇宙空間を新たな海とする議論がある27 。

この種の議論は海軍力の将来的な可能性を考える上で極めて示唆的で興味深く感じられる

が、軍事史研究に基礎を置く本稿は、あえてこの議論を取り上げないことにする。

　海軍力の測定に関しても本稿では論じない。第二次世界大戦以前であれば、保有する艦艇

の規模と隻数、艦砲の威力と門数等による客観的な評価は意味を持っていた。しかし、第二

次世界大戦後は、少なくとも実際の戦闘においては、海軍力単独による作戦行動よりも、陸・

空軍力との統合運用が一般的になってきているため、客観的な数値等による海軍力の測定

は、わずかに空母と潜水艦に関するものを除き、その意味を失いつつあるのではなかろうか。

（２）海軍力の生成と担い手

　近代という時代が何をもって始まったかについては依然としてさまざまな議論があるが、

それを国民国家の誕生と考えるならば、ナポレオン戦争の時代ということになろう。しか

し、ナポレオン戦争時代に諸国家が所有していた海軍を近代海軍とするには時期尚早であ

ろう。当時の海軍戦力はその大部分が戦時に臨時に召集されて編成される戦力であり、戦

時に必要とされる戦力を恒常的に備えていたわけではない。また、艦艇は依然として木造

の非装甲帆走艦が主力であった。国家が近代的な海軍力を備えるには、装甲汽走艦の誕生

とその主要な戦力としての恒常的な保有を待たなければならなかった。したがって、近代

海軍の誕生は19世紀半ば以降である28 。付言すると、この頃の海軍は本稿でいう海軍力

とほぼ同義である。

27 コッボルト「海軍力」57 頁。Norman Polmar,“The Measurement of Naval Strength in the
Twenty-First Century,” in Andrew Dorman, Mike Lawrence Smith and Matthew R. H. Uttley, eds., The Chang-
ing Face of Maritime Power (London: Macmillan, 1999), pp. 126-136.
28 戦術面を考慮に入れれば、原始的な衝角戦法が完全に放棄される19世紀末を近代海軍誕生の時期
とすることも可能である。技術面から見ても、魚雷や潜水艦が開発され始めるのもちょうどその頃で
あり、思想面でも新生学派（Jeune École）が登場して分業化を提唱している。
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　近代という概念をはずして海軍の起源をたどることは極めて困難である。なぜならば、紀

元前６世紀以前の海軍及び海軍力に関しては、文書のかたちでは記録が残されていないから

である。海軍と海軍力に関する最も古い記述はヘロドトスの『ペルシア戦争 29』である。そ

もそも国家と呼べるものに帰属する軍事力としての海軍力は、海上からの海岸への攻撃を目

的とする場合があったにしても、陸上部隊と軍需物資の大量水上輸送手段として誕生したの

ではないかと想像することは容易である30。ヘロドトスの書でも、多くの場合、実際の戦闘

は洋上ではなく、陸上でなされており、ペルシアは海軍力を基本的に兵員の輸送手段として

運用している様子がうかがえる。

ところが、紀元前480年のサラミスの海戦はまったく様相が異なる。それは文字通りの海

戦であった。ヘロドトスの書によると、アッティカとサラミス島の間の狭隘な海域で行われ

たこの海戦で、衝角戦法を用いたギリシア側が、数で勝るペルシア側に勝利している31 。し

かも、劣勢を強いられていたギリシア側はこの海戦での勝利によって勢いを取り戻した。ま

さに、サラミスの海戦での勝敗が翌年まで続いた戦争全体の趨勢をも決定した感がある。

さらに、付け加えれば、同じく紀元前５世紀にギリシアで起きた戦争について書き著して

いるトゥーキュディデースの『ペロポネソス戦争 32』にも複数の海戦に関する記述が見られる。

こうしたことから分かるように、海軍力はそもそも遠征や海岸攻撃を目的とした兵力の輸

送手段としてその特別の価値を見出されたものであり、その後も長く、自らの持つ実力を直

接的に行使する軍事手段ではなく、補助的な手段として運用される機会が多かった。しか

し、一方では、サラミスの海戦等の例が示すように、少なくとも紀元前５世紀の昔から自ら

の持つ戦力としての効果を直接的に発揮する軍事手段としても運用されていたのである。ま

た、その効果は時として戦争の勝敗を決めてしまうほどの無視し得ないものであった33 。

いずれにせよ、人間集団間の戦闘が行われる空間は陸上が主であったが、時代を経るにし

たがって海上へと空間的外延拡大が進んだのである。というのは、戦闘は敵・味方の作用と

反作用の交錯のなかで展開するものであり、そのため、戦闘には空間的な外延拡大を求める

衝動が必然的に内包されているからである。

29 ヘロドトス（松平千秋訳）『歴史』上・中・下（岩波書店、1971-72年）。
30 ほかに海軍の起源として考えられるのは、商船を海賊から守るための警察的な存在、あるいは外
国の侵入を瀬戸際で防ぐための沿岸警備隊的な存在であろう。
31 ヘロドトス『歴史』下、188-204頁。
32 トゥーキュディデース（久保正彰訳）『戦史』上・中・下（岩波書店、1966-67年）。もっとも、数
からすれば、地上戦や海岸攻撃の方が多い。
33 コリン・Ｓ・グレイはペロポネソス戦争でのアテナイ、ポエニ戦争でのカルタゴ、ビザンチン帝
国に挑んだアラブ民族、ヨーロッパ大陸を制覇した後のナポレオン、20世紀のドイツとロシア（ソ
連）を例に、「海での失敗は致命的であった」と述べている（Colin S. Gray, The Leverage of Sea Power:
The Strategic Advantage of Navies in War [New York: Free Press, 1992], p. ix）。
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　先に「国家と呼べるものに帰属する軍事力としての海軍力」と述べたが、ペルシアにせ

よ、ギリシアにせよ、国民国家ではないが国家ではある。しかし、ペルシアの場合、海軍の

みならず軍隊そのものが国家の所有物というよりも、むしろ国王の意志によって組織され、

運用される国王の軍隊、国王の海軍と呼ぶ方がふさわしい存在であった。しかも、ペルシア

海軍の人員は大部分がフェニキア人であり、ペルシア人ではなかった。こうした点から、

少なくともペルシアの海軍力の担い手が国家であったとするのは適当ではなく、海軍力の担

い手は国王であったとすべきである。一方、ギリシアの場合、それは「民主的」な都市国家

であった。したがって、海軍力の担い手が国家であったということは可能である。たとえサ

ラミスの海戦でのギリシア軍はアテナイ、スパルタ等、複数の都市国家の海軍が構成してい

たにしても、それは同盟国による連合軍ととらえることができ、いうなれば個々の都市国家

の海軍による共同作戦であった。しかし、その後、ギリシアの都市国家が消滅することに

よって、ペルシアのように、国王が海軍力の担い手となる時代が長く続くことになる。先に

述べたように、海軍力の担い手が近代的な意味における国家、すなわち国民国家となるの

は、19世紀のことである。

　ところで、国王の海軍には国家という背景があるが、国家ではない、まったくの個人、あ

るいは何らかの私的な組織が海軍力を保有している事実があることは否定できない。その代

表は、おそらく海軍が誕生するはるか以前から存在し、今日に至るも存在し続ける海賊であ

り、昨今、議論にのぼる機会が多くなったテロリストである。また、歴史的には、村上氏や

毛利氏等の水軍、オランダとイギリスの東インド会社などの例がある。近代以前の海軍や海

軍力について検討する場合は、こうした私的な存在をも念頭に置く必要があろう。もっと

も、近代以降、とりわけ今日的な問題や近未来について考える際には、これらのなかでは海

賊とテロリストを主として海軍力の行使の対象として考察の対象とすれば十分である。もち

ろん、将来、例えば国際連合のような国際組織が海軍力の担い手となるような事態が訪れる

可能性を排除すべきでないことはいうまでもない。

（３）海軍力の役割と重要性のシフト

　海軍力の役割（任務）は戦闘（攻撃）、兵員や軍需物資の大量輸送、護衛、沿岸防衛、シー・

レーン防衛、抑止と強制、封鎖、臨検、偵察、巡視、監視、捜索、探知、私掠船や不審船等

の取り締まり等の警察行動、掃海、艦艇訪問や国際合同演習等の軍事交流等、多岐にわたる34 。

34 海軍力の役割を①戦時における役割、②平時における役割、③戦時・平時に共通する役割に分類す
ることができる。また、①攻撃的役割、②防衛的役割、③政治的役割というように分けることも可能
である。
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こうした海軍力の役割は技術の進歩、国際環境の変化、国内事情などの要因によって次第に

多様化したのである。同時に、これらの要因によって、複数ある役割のなかで重要性の比重

がシフトするとも考えられる。以下、上記の役割のいくつかについて、個々の役割のなかで

見られる変化と重要性のシフトという観点から若干の議論を開陳する。

　戦闘（攻撃）と兵員や軍需物資の大量輸送は古代からの海軍力の役割であったことは前項

で述べたとおりである。とくに戦闘に関しては、20世紀前半に大艦巨砲主義の時代、ある

いは艦隊決戦思想の全盛期を迎えるほど、海軍力の中心的な役割であった。しかし、第二次

世界大戦で海軍力に対する空軍力の優勢が実証されたことから、海軍力同士の戦闘の機会は

急激に減少し、冷戦後期には対潜水艦戦以外には考えられなくなった 35。明らかに、戦艦

は無用の長物となり、艦隊決戦は過去のものとなったのである 36。また、海岸に対する海

軍力単独による攻撃も完全に鳴りを潜めている。アメリカが9・11同時多発テロののち、

「DD21」計画を変更したことは、同国が軍種としての海軍単独による海上からの陸上攻撃に

関する考えを根本的に、あるいは決定的に変えたことを意味している。

　こうした変化は戦闘の形態そのものが変化したことによるものであるが、そうした戦闘形

態の変化によって、戦闘のなかにおける海軍力の役割が失われたわけではない。むしろ、そ

の比重が別のものへとシフトしていると見るべきである。その海軍力の別の役割とは陸・空

軍力との統合作戦において陸・空軍力を投入するためのプラットフォームとしての役割であ

るが、この点に関しては次項で改めて論じる。

一方、輸送に関しては、時間という観点からは航空機が圧倒的に優勢であるが、費用の点

では依然として海上輸送の方が安価である37 。もっとも、内陸部への輸送に関しては、十

分な幅と深さを持つ河川の流域を除けば、自動車や鉄道等の陸上輸送手段と協力して行わな

ければならないことに変わりない。また、この兵員や軍需物資の輸送は戦時と平時の区別な

35 潜水艦は敵の艦艇に関する情報収集とそれに対する攻撃の手段としてだけでなく、通商破壊の手
段として、あるいは少なくともそうした恐怖を敵に与え続けるための手段として重要である。また、
隠密裏の輸送にも使用される。
36 ジェフリー・ティルは1967年10 月21 日にイスラエルの駆逐艦「エイラート」（Eilat）がエジプ
ト海軍のミサイル攻撃によって撃沈された事件を時代を画する転換点とし、この事件によって小艦す
ら大艦に対して有効であり得ると指摘した新生学派の正しさが証明されたと述べている（Geoffrey
Till, Maritime Strategy and the Nuclear Age [second ed.] [London: Macmillan, 1984, first edition
published in 1982], p. 176）。
37 マハンは「海洋」は「一大公路」であり、「海上には周知又は未知のあらゆる危険があるにもかか
わらず、海路による旅行も輸送もいずれも、常に陸路によるより容易かつ安価であった」と述べてい
る(Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 [New York: Hill and Wang,
1957; originally published in 1890], p. 22［邦訳　アルフレッド・Ｔ・マハン（北村謙一訳）『海上権力史
論』（原書房、1982年）41頁］）。今日、他の交通手段の発達によって、海路が「陸路によるより容易
かつ安価」とは必ずしもいえなくなっているが、大量輸送に関しては、海路を用いる方が安価である
点ではマハンは依然として正しい。
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く実施される。近年、国際平和協力の名のもとに行われている多国籍軍への後方支援や平和

維持活動などで輸送の役割が重要視されている38 。将来的には、在外邦人の緊急避難にお

いても一定の役割を担う可能性がある。

輸送と不可分の関係にあるのが護衛である。護衛は潜水艦対策として登場した比較的新し

い役割である。その後は、航空機からの攻撃はもちろんのこと、長距離ミサイル、テロリス

トによる直接攻撃等も警戒すべき対象となっている。護衛は航空機によっても可能である

が、航空機には航続距離という問題が常に付きまとう39 。輸送に従事する艦艇や船舶のみ

ならず、空母にもあてはまるケースであるが、とりわけ艦艇や船舶が陸地から離れた大洋の

中央部を航行する場合、その護衛は依然として駆逐艦、潜水艦等の艦艇に頼る必要がある。

改めて述べるまでもなく、海上交通の安全を図ることはシー・レーン防衛にも共通する問題

であり、また、ジュリアン・Ｓ・コルベットが「したがって、商業目的であれ、軍事目的で

あれ、制海とは海上交通の管制にほかならない40」と述べているように、海軍力の存在理由

であるといえよう。

　抑止とは自己の意志に反する行動を他者がとろうとした場合、もしくはとるのではないか

と思われた場合、それを自制させることであり、強制とは自己の意志を他者に押し付けて行

動させることである。また、抑止はその段階においては決して直接的な攻撃を伴わないが、

強制に関しては直接的な攻撃を伴うこともある。

第二次世界大戦時にはすでに海軍力を抑止の手段として用いる思想はあった。アメリカが

対日抑止策として、艦隊の一部を大西洋から太平洋へ移動させたことがその一例である。こ

のケースでは抑止自体は失敗に終わったが、それによって必ずしも、海軍力には抑止を期待

できないという結論には至っていない。確かに、とりわけ大陸間弾道弾（ICBM）が配備さ

れて以降、抑止の主役の座は核兵器（すなわち空軍力）に譲ってはいるものの、海軍力によ

る抑止が放棄されたわけではない。その証拠に、例えば、台湾海峡で緊張の高まりが見られ

た場合、アメリカ海軍第７艦隊が同方面へ出動することがある。それはアメリカが第７艦隊

の行動を通じてその存在といざというときに行動する意志を示し、それによって緊張から紛

争が生じるのを抑えようとしているのである。

38 実際、湾岸戦争時には、海上輸送が輸送全体の95パーセントを占めていた（コッボルト「海軍力」
55頁。Tim Benbow, “Maritime Power in the 1990-91 Gulf War and the Conflict in the Former Yugoslavia,”
in Dorman, Smith and Uttley, eds., The Changing Face of Maritime Power, p. 111）。
39 ただし、この点に関しては、空中給油を繰り返し実施することによって問題を克服することは可
能である。
40 Julian S. Corbett, Some Principles of Maritime Strategy (Annapolis, MD: U.S. Naval Institute, 1988;
originally published in 1911), p. 94.



134

　海軍力を強制の手段として用いたケースとしては、ペリー提督が率いる小艦隊、いわゆる

「黒船」が日本に来航して開国を迫ったケースが卑近な例であるが、そうした思想自体は相

当古い時代からあったに違いない。大砲が発明され、それが軍艦に搭載され始めたのは14

世紀であるが41、少なくとも「砲艦外交」という言葉の文字通りの意味を表すための条件は、

この時代に揃ったわけである。したがって、海軍力による強制の起源もこの時代まで遡るの

かもしれない。しかしながら今日、この「砲艦外交」も海軍力の独擅場ではなくなってい

る。巡航ミサイル（すなわち空軍力）が強制の手段として用いられるようになってきている

のである。いわゆる「トマホーク外交42」の登場である。技術が発展した結果、「トマホー

ク外交」ではトマホークを発射する艦艇は姿を見せる必要はない。潜水艦から発射されるこ

とも往々にしてある。これは攻撃の精密性もさることながら、射程距離の長さがそれを可能

にしている。実際、「トマホーク外交」は内陸国をもその対象にしているのであり、これは

原初的な意味における「砲艦外交」では考えられなかったことである。そして、ここにおい

ても海軍力はトマホークという空軍力を投入するためのプラットフォームと化している。

　洋上の偵察、巡視、監視、捜索、そして探知は航空機の発達と宇宙開発の進展によって、

必ずしも海軍力に依存しなくてもよくなっているが、視界や電波が及ばない深さの水中にお

ける軍事行動、すなわち潜水艦の捜索と探知に関しては、依然として海軍力に頼らざるを得

ない。また、イージス艦がミサイルの発射と航跡の探知を行っているという現状もある。お

そらく、艦艇は航空機と比べて航続距離の点で不安が小さく、しかも、長時間、一定の位置

に留まることができるという特性ゆえであろう。こうしたことからも明らかなように、偵

察、巡視、監視、捜索、そして探知における海軍力の役割とその重要性は、当分、維持され

よう。ただし、水上艦は敵の攻撃に対する脆弱性が高いことを認識していなければならない43 。

　最後に軍事交流における海軍力の役割について述べる。日本では「防衛交流」と呼ばれて

いる軍事交流は、冷戦終結後、国際的に盛行の様相を呈しているが、それは近年になって開

始された新規の活動ではなく、少なくとも１世紀以上の歴史を有する国防機関の伝統的とも

いえる活動である。冷戦終結後はそれを各国が意識的に、なかには防衛政策の柱の一つとし

41 Ｃ・Ｍ・チポラ（大谷隆昶訳）『大砲と帆船――ヨーロッパの世界制覇と技術革新』（平凡社、1996
年）70頁。舷側砲が登場し、船に多数の大砲を搭載することが可能になるのは16世紀である（同上、
76頁）。
42 Lee Willett, “The Royal Navy, TLAM and British Strategic Planning,” in Geoffrey Till, ed., Seapower at the
Millennium (Stroud, Gloucestershire: Sutton, 2001), pp. 71-72.
43 Benbow, “Maritime Power in the 1990-91 Gulf War and the Conflict in the Former Yugoslavia,”
p. 120.
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て、積極的に実施するようになっていると理解すべきなのである44 。

  軍事交流における海軍の活動は、後発的な国家が自前の近代海軍を建設するに際しての

造船技術の伝授・受容をはじめ、友好の象徴であると同時に海軍力を誇示する機会にもな

る艦隊・艦艇訪問、外国の海軍との合同演習など幅広い。海軍の場合は、他の軍種と異な

り、海上・海中を移動するという特性から、外国の海軍との交流を実施しやすい。また、

近年は湾岸戦争等に見られるように、外国の軍隊との連合作戦（combined warfare）45の

機会が増えつつあることから、そのための共同訓練が必要であるとの認識が強まり、同盟

国間における絆の象徴としての意味合いを持っていた従来の共同訓練のみならず、潜水艦

事故を想定した救助訓練のような実践的な演習を同盟関係にはない数ヵ国の海軍が参加し

て合同で実施するようなケースも見られるようになってきている。こうしたことから、軍

事交流における海軍力の役割は、少なくとも今後しばらくの間、重要性を高めるものと予

想される。

（４）将来における海軍力の形態

　冷戦の終結によって世界戦争の可能性が少なくとも当面はなくなった一方、それまで冷戦

の陰に隠れていた地域紛争が一段とクローズ・アップされるようになった。こうした国際政

治上の変化は軍事力の具体的形態にも変化をもたらしている。

　湾岸戦争で得た教訓をもとに、アメリカ海軍及び海兵隊は1992年に「海から… －21世

紀の海軍に備えて－」（"…From the Sea: Preparing for the Naval Service for the 21st

Century" 46）、1994年に「海から…前へ」（"Forward…from the Sea"  47）、そして1997年には「海

から…前へ－海軍作戦構想－」（"Forward…from the Sea: The Navy Operational Concept" 48）

と題する白書を短期間に続けて公表した。これらと相前後して、アメリカ統合参謀本部

44 長尾雄一郎・立川京一・塚本勝也「冷戦終結後の軍事交流に関する研究」『防衛研究所紀要』第4
巻第3号（2002年3月）。
45 外国の軍との共同作戦を英語では、“combined warfare”、自国軍の異なる軍種間の共同作戦を
“j oint warfare”と呼び、両者を区別している。日本語の一般的な用法では、両者を区別せず、「共
同作戦」と呼ぶことが多いが、本節（海軍力）では区別を明確にするため、外国の軍との共同作戦
（“combined warfare”）を「連合作戦」と呼称し、自国軍内の異なる軍種間の共同作戦（“joint
warfare”）を「共同作戦」と呼称することにする。
46  “...From the Sea: Preparing for the Naval Service for the 21st Century,”
http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/policy/fromsea/fromsea.txt.
47   “Forward...from the Sea,” http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/policy/fromsea/forward.txt.
48  “Forward...from the Sea: The Navy Operational Concept,”
http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/policy/fromsea/ffseanoc.html.
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は 1996年に「統合の将来像2010」（"Joint Vision 2010" 49 ）、2000年には「統合の将来像

2020」（"Joint Vision 2020"  50 ）を公表している。こうした文書のなかでアメリカが構想

している将来の軍事力とは、明らかに、陸・海・空の三軍種を統合させた戦力である。した

がって、少なくともアメリカ海軍は統合作戦において効果的に力を発揮する役割を担うこと

になろう。そして、それはすでに具体的なかたちとなって現れてもいる。前項でも示唆した

ように、統合作戦において海軍力が期待されている役割とは、陸・空軍力を投入するための

プラットフォームとしての役割、平たくいえば、「水上・水中移動基地」としての役割なの

である。したがって、前方展開態勢における海軍力は、具体的には、空母を中心とする機動

部隊、巡航ミサイル等の発射機能と探知能力を備えるイージス艦・潜水艦、あるいは上陸作

戦に参加する陸上部隊や初期作戦に必要な物資を海岸へ輸送する上陸用舟艇や輸送艦・揚陸

艦といったものが中心となるであろう。同時に、後方では輸送、護衛等が海軍力の役割とな

ろう。

　このようにアメリカの将来構想に基づいて考えると、こうした変化のなかにおいて、海軍

力の相対的な地位の低下を見てとれるのは確かである。しかし、兵員や軍需物資の大量輸送

という役割は、これも本稿ですでに述べたように、海軍力が誕生当初から担ってきた最も本

質的な役割なのである。したがって、アメリカの将来構想に見る戦時における海軍力の姿は

本来的なあり方に回帰したと考えることができる。

　もっとも、現行の趨勢に沿ったこうしたアメリカの将来構想は有力なものではあるが、

それが必ずしもそうなるとは限らない。アメリカ並みの海軍力を有する勢力が再び登場し

てくる可能性を否定できないこともまた確かなのである。あるいは、対抗勢力が海軍力を

放棄して、空軍力に特化するということも考えられるし、非通常戦争を主体とするかたち

で挑もうとする勢力が登場する可能性も現に存在しているのである。したがって、常にい

くつかのケースを想定して、複数の将来的な形態を可能な範囲で準備しておくことが理想

的である。

　先に述べたように、軍事力における陸軍力、海軍力、空軍力のそれぞれのウェイトは、相

対的なものである。つまり、時代の戦略環境によって規定されるものである。今日、アメリ

カ軍の戦闘形態に代表されるように空軍力の重要性が強調される一方、海軍力はそれほど注

目されていないように思える。しかし、これは、あくまでも今日の戦略環境から導き出され

た戦闘形態にすぎず、新たな戦略環境が出現すれば、再び海軍力の重要性が認識される可能

性は十分に存在するのである。

49“Joint Vision 2010,”http://www.dtic.mil/jv2020/history/jv2010.pdf.
50“Joint Vision 2020,”http://www.dtic.mil/jv2020/jvpub2.htm.
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　アメリカ以外の国について考えると、アメリカとの格差は歴然としていながらも、アメリ

カの構想における前方展開部隊と共同できるほどの海軍力を保有しているのは、現状ではイ

ギリスほか極めて限られた国が考えられるにすぎない。その他の国々は、基本的に、後方支

援活動や平和回復時における掃海等の活動に参加できるような海軍力を整備すべきではなか

ろうか。

もちろん、従来の沿岸防衛という役割に必要な海軍力の維持を忘れてはなるまい。ただ

し、そこにおける海軍力の役割もこれまでのように敵の進攻に備えるというよりは、少な

くとも当面は偵察、巡視、監視、捜索、探知、警察的な行動等を主たる役割とする海軍力

の必要性が高まっているのが現状である。同時に、国際協調体制を構築するという観点か

らすれば、潜水艦事故を含めた海難救助活動等にも対応できる海軍力の維持・整備が必要

であろう。

４　空軍力――エア・フォースからエア・パワーへ

軍事力を行使するにあたっての要点の一つは、可能な限り敵軍事力の集中しているところ

を回避し、敵の弱点を撃つことである。奇襲や迂回などの動きがとられ、そのような動きを

とろうとする敵・味方の相互作用のなかで必然的に戦闘空間は拡大する。その意味では、陸

上の戦闘が水上・海上へと拡大され、それがさらに空中へと拡大されるのは必然であった。

問題は、そのために必要な技術力を有しているか否かであった。

レオナルド・ダ・ビンチに象徴されるように人類が大空を飛翔するという夢は太古の昔か

ら存在したであろうが、それが現実的なものに思えてきたのは、やはり19世紀に入ってか

らであった。その際、戦争の将来像との関連でいえば、人類が空を飛ぶというイメージに

は、大別して以下の２つのものが顕著であった。

その第１は、死と破壊が天上から注ぐという恐怖を強調するイメージであった。すなわ

ち、人類が空を飛ぶことによって戦争の様相に計り知れないほどの変化をもたらし、その結

果、戦争がより凄惨なものになるとともに、空軍力の発展に伴い陸軍力・海軍力が無力化さ

れるであろうといったイメージであった。

　第２のイメージは、空軍力の発展とその強大な破壊力のため、逆に、戦争生起の可能性が

減少し、最終的には、戦争ではなく何らかの理性的な方法で国際問題を解決するようになる

という楽観的なイメージであった。

　アルベール・ロビダの『20世紀の戦争』をはじめ、Ｈ・Ｇ・ウェルズやジュール・ベル

ヌの近未来小説が、空の戦いに対する一般国民のイメージ及び恐怖心を一層煽る結果になっ
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たことは知られているが、これらのいずれの思考をとるにせよ、当時から空軍力のポテン

シャルが強く認識されていたことは興味深い。一般的に、大空は新たな可能性を秘めた空間

と捉えられ、また、旧来の慣習に縛られない自由な領域というイメージが拡大しつつあっ

た。それに伴い、漠然とはいえ、航空機及び空軍力の将来に関しては、敏速かつクリーン、

そして機械的・非人格的といった、極めて肯定的なイメージが強まったのである。

　20世紀に入って、空軍力は、本当にこれらのイメージ通りの発展を遂げたのであろうか。

以下、空軍力及び空軍戦略の歴史を概観し、その本質に迫るとともに、空軍力の将来像につ

いても検討する。

（１）空軍力・空軍戦略の歴史

空軍力の発展について考察するとき、現実的な意味でその将来像を最初に描いた人物は、

イギリス陸軍工兵隊Ｊ・Ｄ・フラートン少佐である。ライト兄弟が航空機の初飛行に成功す

る 10年前、すなわち、1893年にフラートンは、航空機という「戦争術の革命」が、海軍艦

艇の設計の変更、戦場における陸軍の散開、さらには、要塞構築のための新たな基準を要求

することになるであろうと予測していた51 。やがて、この予測の妥当性は証明されること

になる。また、フラートンは、戦争の帰趨は主として空で決せられ、敵の首都上空に航空

部隊を派遣すれば戦争は終結するであろうと、ドゥーエの空軍戦略思想を彷彿とさせる議論

を展開しているが、はたしてそれは真実となり得たのであろうか。

　周知の通り、ライト兄弟が初飛行に成功したのは1903年のことであるが、驚くべきこと

に、すでに1911年には、航空機はイタリア・トルコ戦争で、さらには翌年のバルカン戦争

で軍用機として用いられたのであった。その主な任務は初歩的な偵察であった52 。確かに、

当時の航空機の軍事的効果は極めて限定的なものであったが、その心理的効果は絶大なもの

があった。

1914年に第一次世界大戦が勃発したとき、航空機の最も実現可能性のある使用方法は、フ

ランス革命以降、戦場でたびたび使用されていた気球と同様、地上指揮官の「目」の延長と

してであった。しかしながら、係留気球と比較して航空機は大きな機動性及び行動範囲を備

えていたため、開戦以来、偵察とともに各種の観測にも使用され、直ちにその任務は着弾観

測へと拡大されることになった。その後、味方陣地の偵察に来た敵の航空機を撃退するた

51 デーヴィッド・マッカイザック「大空からの声――空軍力の理論家たち」パレット編『現代戦略
思想の系譜』544頁。
52 詳しくは、郷田充『航空戦力』上（原書房、1978年）13頁を参照。
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め、新たに追跡の任務が加えられることになる。ここに、今日でも空軍力の基本任務とされ

る偵察と追跡が確立されることになった。

　多少の誇張が含まれているとはいえ、第一次世界大戦終結時の1918年の戦場を経験した

兵士は、1991年の湾岸戦争での戦場にさほど違和感を抱かないであろうが、1914年、第一

次世界大戦が勃発した際に出征した兵士は、1918年の戦場を想像すらできなかったであろ

うとの指摘は示唆的である。すなわち、第一次世界大戦は、戦場での戦略・戦術レベルにお

いて革命的な変化が随所に見られたのであり、その代表的な事例が、戦車、毒ガス、そし

て、航空機の発展であった53 。実際、第一次世界大戦において航空機は、1916年のヴェル

ダン攻勢に代表されるように、ある地点で交戦中の味方部隊に対する戦術航空支援、地上の

敵部隊・陣地に対する火器・爆弾による攻撃に加えて、味方部隊の前進を支援し、さらに

は、敵部隊の侵攻を阻止する任務を付加されることになった。大雑把ではあるが、これらは

今日の「近接航空支援」と「航空阻止」の概念の萌芽といえよう。

　加えて、ドイツ軍航空機及び飛行船によるイギリス本土空爆に代表されるように、空軍力

の戦略的運用についてもその可能性が模索され始めたのである54 。その象徴的な事例が、

1917年８月のいわゆる「スマッツ・メモランダム」であった55 。このメモランダムは、イ

ギリス独立空軍創設の直接の契機となった文書と評価されるものであり、その内容は、戦略

空軍力の運用をも視野に入れたものであった。実際、「スマッツ・メモランダム」には以下

のような記述が見られる。すなわち、「予見できるかぎり、将来の戦争に際して空軍力を独

自に利用することに対する限界はまったく存在しない。敵の国土を破壊し、産業・人口の密

集地域に大規模な破壊を加える空軍作戦が戦争の主要な作戦行動となり、これらの作戦に比

べれば、旧来の陸軍・海軍作戦が、副次的あるいは従属的なものになる日もそう遠くないか

もしれない。」

このように、航空機の登場が戦争及び戦場に与えたショックは、今日では想像できないほ

ど強大なものであった。しかしながら、同時に、空軍力及び空軍戦略の発展を長いタイム・

スパンで考察すれば、第一次世界大戦では、空軍力が戦争形態に直接及ぼした影響は必ずし

も大きいとはいえず、むしろ、その後の空軍力の発展に戦争そのものが与えた影響の方が大

53 Roger Chickering, Stir Forster, eds., Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western
Front, 1914-1918 (Cambridge: Cambridge University Press for the German Historical Institute,
2000 ), Part 2 and 3.
54 Tami Davis Biddle, “British and American Approaches to Strategic Bombing: Their Origins and
Implementation in World WarⅡCombined Bomber Offensive,”in John Gooch, ed., Air Power:
Theory and Practice (London: Frank Cass, 1995). 同論文は、イギリス空軍及びアメリカ空軍におけ
る戦略爆撃思想・ドクトリンの発展を実証的に考察している。
55 「スマッツ・メモランダム」については、マッカイザック「大空からの声」545頁を参照。
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きかったといえよう。すなわち、主として技術的な問題及び限界のため、空軍力の役割は副

次的なものに留まったのであり、心理的兵器の域を越えるものではなかった。

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の約20年、いわゆる戦間期は、空軍力と空軍戦略

の発展にとって最も重要な時期であった。ジウリオ・ドゥーエ、ウィリアム・ミッチェル、

アレグザンダー・セヴァースキーに代表される「空軍力の創始者」が活躍した時期も、基本

的にはこの戦間期においてである56 。彼らは、一般的に、将来の戦争では第一次世界大戦

と同様、地上での陣地戦的傾向が続くとの前提のもと、それを打開する手段として空軍力の

備えた潜在能力に注目したのである。また、空軍力が戦争に「人道性」を導入する手段であ

ると捉えることでも、基本的に彼らの見解は一致していた。すなわち、空軍力の備えた破壊

力を考えると、戦争は早期に終結、結局は人道的であると考えたのである57 。以下、空軍

戦略の発展に最も貢献したとされるドゥーエの理論とその限界を概観してみよう58 。

ドゥーエの主著『制空』の要旨は、概略、以下のようなものである。第１に、近代の戦争

では戦闘員と非戦闘員の区別が不可能になりつつあるとドゥーエは指摘した。第２に、第一

次世界大戦の経験からドゥーエは、今や地上軍（陸軍力）による攻撃が成功する可能性は極

めて小さいと主張する。第３に、ドゥーエは、空の戦いという三次元の舞台では、速度・高

度の優位さえ確保できれば、攻撃的な空軍力に対する防御手段はあり得ないと考えた。第４

に、ということは、国家が準備すべきことは、敵の人口・政治・産業の中心地に対して強力

な爆撃を加えるための方策である。すなわち、敵国政府に講和以外の選択肢を与えないよ

う、敵国民の士気を粉砕するために最初に大打撃を与える必要があるとドゥーエは考えたの

である。最後に、そのためには、長距離爆撃部隊を有する独立した空軍が、常に戦闘準備体

制で維持される必要があるとドゥーエは主張する。

確かに、今日から振り返るとき、ドゥーエの空軍戦略思想は、そのすべてが妥当であった

とはいえない。例えば、ドゥーエの空軍戦略思想が、レーダーの登場を予測できなかったこ

56 詳しくは、エドワード・ワーナー「航空戦理論――ドーエ、ミッチェル、セベルスキー」エドワー
ド・アール編著（山田積昭、石塚栄、伊藤博邦訳）『新戦略の創始者――マキャベリーからヒットラー
まで』下（原書房、1978年）207-223頁を参照。
57  ドゥーエの戦略思想、とりわけその「人道性」に対する評価に関して最も優れた論文として、
Claudio G. Segre，“Giulio Douhet: Strategist, Theorist, Prophet?”Journal of Strategic Studies, Vol.
15, No. 3 (September 1992)が挙げられる。
58 ドゥーエの人物像に関しては、最近、その著書『制空』の新たな抄訳とそれに対する「解題」が
出版された。詳しくは、瀬井勝公編著『ドゥーエ』（戦略研究学会編集『戦略論大系⑥』）（芙蓉書房、
2002年）を参照。
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ともあり、空からの攻撃に対する防御の可能性を過小評価していたのは事実である。また、

ワーナーの指摘を待つまでもなく、ドゥーエの戦略思想は同時代のイタリアの戦略環境を大

きく反映したものにすぎないことも事実である59 。それ以上に重要なことは、空軍力が戦

争において重要な役割を果たし得ることを他者に認めてもらうためには、必ずしも空軍力

が、単独で戦争に勝利できる軍種であることを実証する必要はないことをドゥーエが理解で

きなかったことである。ここに、ドゥーエに代表される空軍至上主義者の限界がある。

だが、これらの問題点にもかかわらず、この時代に、戦争における空軍力の運用に関して

ドゥーエほど深い洞察力を備えた人物はほかにはいないことも事実である。実際、ドゥーエ

の戦略思想の真の価値は、そのオリジナリティーではなく、戦略問題に関する同時代の最先

端の議論を簡明にまとめ得た能力にある60 。思えば、マイケル・ハワードが指摘するよう

に、偉大な戦略思想家とは、多くの場合、同時代人であれば当時の状況からごく自然に導き

出せるであろう結論を、簡潔に集大成した者にすぎないのである61 。

今日から考えれば、ドゥーエの空軍戦略思想と比較すると、ミッチェルの戦略思想はもう

少しバランスのとれたものであったといえよう62 。ドゥーエとは異なりミッチェルは、空

の戦いにはあらゆるタイプの航空機が必要であると主張した。すなわち、ミッチェルにとっ

て重要なことは、必ずしも戦略爆撃ではなく、むしろ、あらゆるスペクトラムの空軍力を独

立した空軍司令部の集中管理下で運用することであり、空軍力の他軍種への依存関係を解消

することであった。また、ドゥーエが陸軍力の意義をほとんど無視して、その背後にある国

家の中枢・資源の破壊を主唱したのに対して、少なくともミッチェルは、他軍種との協力の

必要性を認識していたのである。実際、パラシュート部隊の創設を主張したのはミッチェル

であった。

とはいえ、基本的には、ドゥーエやミッチェル、さらにはセヴァースキーの関心は航空機

に集中していた。これとは対照的に、軍事力全体のなかでの航空機及び空軍力の位置付けを

模索したのが、Ｊ・Ｆ・Ｃ・フラーとＢ・Ｈ・リデルハートであった。空地協同を旨とする

彼らの「機甲戦理論」は、やがて、第二次世界大戦において「電撃戦」として知られる軍事

戦略として結実することになる63 。

59 ワーナー「航空戦理論」30、36頁を参照。
60 Segre,“Giulio Douhet: Strategist, Theorist, Prophet?”
61 Michael Howard, Studies in War and Peace (London: Temple Smith, 1970), p.156.
62 Phillip S. Meilinger, “Proselytiser and Prophet: Alexander P. de Seversky and American
Airpower,”  in Gooch, ed., Air Power, pp. 17-19.　なお、ミッチェルについては、 Alfred F. Hurley,
Billy Mitchell: Crusader for Air Power  (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1975)が優れている。
63 「機甲戦理論」については、石津朋之編著『リデルハート』（戦略研究学会編集『戦略論大系④』）
（芙蓉書房、2002年）の「解題」に詳しい。リデルハートの初期の著書には、航空機を「将来の戦争
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もちろん、上記の戦略思想家以外にも、ヨーロッパ大陸諸国の若き陸軍将校、例えばフラ

ンスのド・ゴール、ドイツのグデーリアン、ソ連のトハチェフスキー等は、常に空軍力と陸

軍力の統合運用の可能性を模索していたのである。総じていえば、各国の置かれた戦略環境

に加えて、陸軍の政治的発言力が強い諸国、すなわち、ドイツとフランスでは空軍力の戦術

的運用を重視する傾向が強い。さらには、アメリカや日本の一部軍人のなかにも、空母搭載

の海軍航空戦力という発想、すなわち、空軍力と海軍力の統合運用という発想が確実に芽生

えていたことも事実であった。

大国のなかで最初に独立空軍を創設したのはイギリスであり、それは第一次世界大戦末

期、1918年のことであった。これには、当時のイギリスが置かれていた戦略環境が強く影

響を及ぼしていた64 。例えば1919年、当時の陸軍大臣兼空軍大臣であったウィンストン・

チャーチルが述べたように、「イギリス空軍の第一の任務は大英帝国の防衛である」と考え

られていたのである。また、イギリス空軍の創設に貢献したヒュー・トレンチャードも、空

軍力を大英帝国の治安維持目的に用いることが可能であると指摘している65 。「インペリア

ル・ポリーシング」の概念である。思えば、空軍力の発展により自国に対する直接攻撃の脅

威を第一次世界大戦の経験から実感していたイギリスが、また、地理的には、第一次世界大

戦後に最大限にまで拡大された大英帝国の防衛に苦慮していたイギリスが、独立空軍の創設

に最初に着手したとしても不思議ではない。

こうした戦略環境のもと、第一次世界大戦後の財政難にあってイギリス政府は、空軍力を

帝国の防衛及び治安維持のための比較的安価な戦力と評価したのである。このように、当時

の戦略環境に強く規定されるかたちで、イギリスにおける空軍力の相対的ウェイトは高まっ

たのである。加えて、ヨーロッパ大陸への大規模陸軍力派遣により第一次世界大戦で膨大な

犠牲者を出したイギリスにとって、空軍力は、戦後の「時代精神」に合致した、実に魅力的

な戦力と考えられたのである。また、空軍力、とりわけ戦略爆撃機の存在による抑止という

思考は、現状維持国としてのイギリスの国家戦略に合致するものであった66 。実際、ここに、

における唯一の手段」と位置付けたものもあるが、その後、彼の著書の中心テーマは空地協同による
戦闘へと発展を遂げている。
64 詳しくは、Michael Howard, The Continental Commitment: The Dilemma of British Defence Policy in
the Era of the Two World Wars (London: Temple Smith, 1972) を参照。
65  第二次世界大戦で用いた「地域爆撃」へと至るイギリスの空軍力運用戦略に関しては、トレン
チャードの影響が極めて大きかった。詳しくは、Biddle, “British and American Approaches to
Strategic Bombing,”pp. 100-104を参照。
66 こうした点に関しては、フランスとの比較が示唆的である。すなわち、フランス空軍は、形式的
には1934年に独立した軍種になったが、その実体は、1940年のフランスの陥落に至るまで陸軍の
「奴隷」であった。フランス空軍の主な任務は、観測及び偵察、とりわけ砲兵部隊のためのものであ
り、地上での戦いに従属していたのである。詳しくは、Pascal Vennesson, “Institution and Airpower:
The Making of the French Air Force,”in Gooch, ed., Air Power を参照。
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1945年以降の核抑止という概念の萌芽を見ることができる。

　当然、イギリスでは、敵の政治・経済中枢や士気の源泉（国民）に対して独立して空軍力

を運用すべきであるという思想、すなわち、戦略空軍の思想は広く受け入れられた67 。前

述したように、第一次世界大戦における塹壕戦とそれに伴う大量殺戮の再現だけはどうして

も回避したいと決意したイギリスでは、独立した戦略空軍という思想は、比較的容易に受け

入れられるものであった。また、敵の軍事力が集中する場所ではなく、軍事力の源泉に対し

て空から攻撃を加えることは、戦争における決定力を回復し、はるかに迅速で、それゆえ、

結局は人道的な決着をもたらすとの前提に立てば、空軍力が、極めて魅力的な戦力と考えら

れたとしても不思議でない。同時に、1932年に当時の首相スタンレー・ボールドウィンが

イギリス下院で述べた発言、すなわち、「爆撃機は必ず侵入できるものです」に影響され、

イギリスでは、敵に爆撃される前に敵を爆撃するしかないという見解が主流になりつつあっ

たのである。実際、レーダーに代表される防空措置の開発により後に高く評価されるイギリ

スの空軍戦略であるが、1937年の「インスキップ報告書」までは防御（戦闘機）の有効性

は極めて過小に評価されており、攻勢（爆撃機）だけが重視されていたのであった68 。

（２）空軍力・空軍戦略の発展

戦争において空軍力の有効性が明確に実証されたのは第二次世界大戦であった。ドイツ軍

による「電撃戦」や連合国軍による戦略爆撃、さらには、日本軍による真珠湾奇襲作戦やア

メリカによる原爆投下など、あらゆるレベルにおいて空軍力は戦争に絶対必要不可欠な要素

になりつつあった69 。また、空軍力の戦略・戦術運用に関していえば、バーナード・ブロ

ディが鋭く指摘したように、「空軍力は第二次世界大戦においてその効果が確固として証明

された。しかしながら、それはドゥーエのいう意味の空軍力ではなく、むしろミッチェルが

67 これに関しては、マルコム・スミスの優れた著書がある。詳しくは、Malcolm Smith, British Air
Strategy Between the Wars (Oxford: Clarendon Press, 1984)を参照。また、Richard J. Overy, Why the
Allies Won (London: Pimlico, 1996); idem, The Air War 1939-1945 (London: Europe Publications, 1980);
Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare: The Evolution of British and American Ideas
about Strategic Bombing, 1914-1945 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002)も参照。
68 同報告書は、いうなれば第二次世界大戦におけるイギリス軍事戦略の「青写真」と位置付けられ
るものである。
69 Williamson Murray, War in the Air 1914-45 (London: Cassell, 1999), pp. 116-200.
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イメージした空軍力構想、すなわち、飛ぶものはすべて兵器になり得るという発想であった70 。」

　いうまでもなく、第二次世界大戦において空軍力は、その有効性を実証しただけでなく、

問題点及び限界も露呈することになった。実際、多くの点で、第二次世界大戦の空の戦い

は、第一次世界大戦の地上の戦いに酷似していたのである。すなわち、それは、新たな兵器

及び新たな戦争方法を理解及び習得するための葛藤であり、しかも、そのためには多大な犠

牲・時間が必要とされたのである。その代表的な事例が、いわゆる戦略爆撃をめぐる問題

と、その究極の原爆投下をめぐる問題である。興味深いことに、戦略爆撃の恐怖に関して

は、航空機が開発されるはるか以前、すでに1670年にイエズス会宣教師によって予言され

ていた。また、前述のＨ・Ｇ・ウェルズによる『宇宙戦争』のテーマの一つも、空からの爆

撃とその恐怖であった。その意味では、戦略爆撃の可能性は早くから認識されていたのであ

る。実際、ヨーロッパ諸国は、第一次世界大戦でその恐怖を経験しており、また、それだか

らこそ、戦間期の軍縮・軍備管理交渉の大きな議題が、空軍力及び戦略爆撃の規制に関する

ものであったのである。しかしながら、第二次世界大戦における戦略爆撃は、その量・回

数・犠牲者において人類の想像をはるかに超えるものであったため、当然、これに対する反

発も大きなものになった。パブロ・ピカソの「ゲルニカ」に象徴される戦略爆撃の問題点に

ついては、ヨーロッパやアメリカでは、その戦略的有効性から倫理上の問題に至るまで多く

の論争を誘発することになった。以下、戦略爆撃をめぐる問題を概観してみよう71 。

第１に問題として挙げられたのは、ドイツ国民の士気を破壊するためイギリスが採用し

た、夜間のいわゆる「地域爆撃」の非効率性及び非人道性に関してである72 。第２の問題は、

アメリカが主として昼間に遂行した「精密爆撃」の効率性に関する疑問である。また、イギ

リスの「地域爆撃」とアメリカの「精密爆撃」の戦略爆撃の方法をめぐる対立は、統合司令

部の設立にもかかわらず、決して解消されることはなかったのである73 。第３に、遅くとも

70 Bernard Brodie, “The Continuing Relevance of On War,”in Carl von Clausewitz, On War, ed. and
trans., Michael Howard and Peter Paret (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976); idem,
“The Heritage of Douhet,”in his Strategy in the Missile Age (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1959). ブロディは、とりわけ前者の論文においてドゥーエの空軍戦略思想を厳しく批判して
いる。
71 Biddle, “British and American Approaches to Strategic Bombing,”and Hays Parks, “‘Precision’
and ‘Area’Bombing: Who Did Which, and When,”in Gooch, ed., Air Power; Richard J. Overy,
Bomber Command 1939-1945(London: Harper Collins,1997).
72 戦後のイギリス爆撃調査隊（BBSU）の調査結果は、連合国軍による戦略爆撃がドイツ国民の士気
そのものに与えた影響について否定的な結論を下している。興味深いことに、アメリカ戦略爆撃調査
団（USSBS）の結論もほぼ同様であった。
73 Biddle, “British and American Approaches to Strategic Bombing.”ビドルが鋭く指摘しているよ
うに、この両者の違いは、両者が置かれていた戦略環境、地政学的要因、国家戦略、そして国内問題
などによって決定されたのである。
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1945年初頭までには、アメリカの戦略爆撃がいわゆる「剣」方式から「棍棒」方式へと移

行したことの是非についてである。すなわち、「精密爆撃」から「絨毯爆撃」への戦略転換

の是非をめぐる問題である。最後に、非戦闘員をターゲットにする倫理性が強く問題とされ

たのであり、ドレスデンに代表される戦略爆撃の非人道性については今日でも論争が続けら

れている74 。ただし、上記の方法は、戦略爆撃に必要な当時の技術力を考慮するとき、当然

の帰結であることも事実である。すなわち、昼間戦略爆撃はあまりにも犠牲が大きく、ま

た、夜間に目標をピンポイントで爆撃することは、当時の技術では不可能に近かったのであ

る。実際、イギリスは「精密爆撃」を可能にする技術革新をしばらく待つか、それとも「地

域爆撃」を直ちに遂行するかという二者択一を迫られて、後者、それも夜間の「地域爆撃」

を選択したのであった。同時に、戦略爆撃の是非を議論する際には、その政治的意味にも言

及する必要があろう。すなわち、イギリスにとって戦略爆撃は、自国民の士気を維持するほ

ぼ唯一の手段であったこと、ドイツによるイギリス本土空爆に対する報復の意味が強かった

こと、そして、アメリカやソ連に代表される連合国側諸国との政治的連帯を強化する手段で

あったことなどを理解する必要があるのである。

また、この戦略爆撃をめぐる問題を極限にまで推し進めたものが、広島及び長崎に対する

原爆投下の戦略的・倫理的問題であった75 。従来、原爆投下の是非をめぐる議論の最大公約

数は、程度の差こそあれ不必要論に傾きすぎており、極端な事例では広島及び長崎への原爆

投下をクリミナルという尺度で測るものも散見される。戦略的な思考ができる者でも、原爆

投下を「第二次世界大戦最後の一撃ではなく、冷戦最初の一撃」（ブラッケット）と捉える

のが主流であった。すなわち、ソ連との冷戦を予測したアメリカが、国際政治における政治

的地位の確保と軍事戦略上の優位を求めたため原爆投下を決定したという議論である。しか

し、残された史資料の多くが示すところは、アメリカが原爆を投下したのは日本の降伏が目

的であり、実際の投下の前にデモンストレーションを行わなかったのは、このデモンスト

レーションが日本の政策決定に影響を及ぼすとは考えられなかったからである。それ以上

に、このような行為はアメリカが採用した「ショック戦略」と合致しなかったからである。

端的にいって、原爆投下は、「20世紀後半の冷戦の端緒を開いた一発ではなく、20世紀前半

の2つの世界大戦の終焉を告げる一発である」（ワット）。「ショック戦略」という観点から

74 連合国軍の戦略爆撃の問題点に関しては、Williamson Murray,“Strategic Bombing: The Brit-
ish, American, and German Experience,”in Williamson Murray and Allan R. Millet, eds.,
Military Innovation in the Interwar Period (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)に詳しい。
75 原爆投下の戦略的意味及び倫理的問題に関しては、Lawrence Freedman and Saki Dockrill,
“Hiroshima: A Strategy of Shock,” in Saki Dockrill, ed., From Pearl Harbor to Hiroshima: The Second
World War in Asia and the Pacific, 1941-45 (London: Macmillan, 1994); Beatrice Heuser, The Bomb:
Nuclear Weapons in their Historical, Strategic and Ethical Context (London: Longman, 2000)を参照。
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すれば、原爆投下は明確かつ首尾一貫した政策であったのである。いうまでもなく、当時、

アメリカ国内に原爆の使用方法、有効性、そして弊害などについて明確なコンセンサスが存

在したわけではない。しかしながら、この新たな兵器が敵にショックを与えるための「心理

兵器」となることに関しては疑う余地がなかったのである。そして、敵にショックを与える

という目的を考えれば、いまだに空襲の被害が比較的軽い場所、できれば軍事施設を含む都

市をターゲットとし、一切の事前警告なしで最大限の損害を与えようとした戦略は合理的で

ある。実際、この「ショック戦略」は極めて有効に作用し、日本は降伏に追い込まれたので

ある。ローレンス・フリードマンが指摘するように、原爆投下が日本に与えたショックの大

きさは想像を絶するものであり、この日本本土に対する直接的ショックは、ソ連参戦という

外地に対する間接的ショックとは比較できないほどのものである。アメリカは、その後の日

本の突然の降伏に驚いたほどである。

　以上のような問題を抱えながらも、第二次世界大戦後、次なる戦争で空軍力がさらに決定

的な役割を果たすであろうことを否定する者はいなかった。というのは、空軍力が備えた潜

在能力が、技術の後押しを得て見事に開花しつつあったからである。明らかに、技術的実現

可能性という制約要因は消滅しつつあった。

　第二次世界大戦以降、湾岸戦争に至るまでの空軍力及び空軍戦略に関していえば、原子爆

弾の開発が直接の契機となり、長距離戦略空軍の発展が重要視され、また、その後の運搬手

段としてのミサイルの登場にも影響され、戦術空軍が軽視されたというのが一般的傾向で

あった。とはいえ戦略空軍も、ローマンが指摘するように、アメリカでは1957年までには、

その予算規模と「独立性」において頂点に達していたのであるが、同年のソ連によるスプー

トニク打ち上げ成功により、ミサイルの時代が到来してからは、必要な長距離爆撃機を確保

することにすら苦心していたのが実状であった76。

　核兵器の登場に接してブロディは、『絶対兵器』のなかで、後年、核戦略における支配的

概念となる「抑止」に注目したが、ブロディによれば、「これまで、我々の軍事機構の主目

的は戦争に勝利することであった。だが、今後は、その主目的を戦争の回避に置くべきであ

る。それ以外の目的はほとんど何も考えられない77」のであった。

　第二次世界大戦直後、アメリカでは軍自体を解体してしまうほどの動員解除が急速に行わ

れたため、冷戦という米ソ対立構造に直面したアメリカ政府は、当初は戦略爆撃機搭載原子

爆弾、その後は、運搬手段にミサイルを用いた核兵器による、報復の脅威を基礎とした抑止

76  Peter J. Roman,“Strategic Bombers over the Missile Horizon, 1957-1963,”in Gooch, ed.,
Airpower, p. 199.
77 Bernard Brodie, The Absolute Weapons: Atomic Bombs and World Order (New York: Harcourt Brace,
1946).
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政策を採用することになった。端的にいって、いわゆる「大量報復戦略」と呼ばれる政策

は、極めて経済的な観点からの決定であり、戦略的なものではなかった78 。周知の通り、こ

の「大量報復戦略」は、ソ連が核兵器を保有した時点でその信憑性は低下し、結局、より多

くのオプションを備えた「柔軟反応戦略」へと移行することになる。いずれにせよ、核兵器

をめぐるその後の議論は、「神学論争」の域を出るものではない。なるほど、アメリカ海軍

の一部に見られた「有限抑止」論者に代表されるように、必ずしも核兵器は、当初からその

機能を限定されていたわけではないが、結局、「抑止」のための兵器という基本認識に変更

を迫るコンセプトが登場することはなかった。

　ここで重要なことは、あらゆる戦略・戦術核兵器は広義の空軍力（エア・パワー）の範疇に含

まれていることである。実際、アメリカでは、すでに1959年には「空軍・宇宙軍力（Aero-Space

Power）」という呼称が生まれ、宇宙空間をも視野に入れた広義の空軍力の定義が採用されてい

る79。また最近では、どの軍種が核兵器及びミサイルを保有しているかはほとんど重要でなく、

統合運用の機運の高まりとともに兵器の機能的な分類が一般的になりつつある。

　一方、戦術空軍に関しては、例えば朝鮮戦争の経験からその重要性が強く認識されていたに

もかかわらず、国家戦略及び軍事戦略レベルでの優先順位の関係から副次的なものに留まっ

たのである80。もちろん、戦術空軍をめぐる議論にも一定の進展が見られたことは事実であ

り、例えば、アメリカ空軍は「航空阻止」が効果を発揮するためには、地上軍が戦術的イニ

シアティブをとる必要があることを戦場での経験から学んでいった81 。すなわち、仮に陸軍

力が敵に圧力をかけることなく空軍が単独で作戦しても、戦争に勝利することなど不可能で

あることが認識され始めたのである。ここから、NATOヨーロッパ正面での、空地協同を旨

とするエア・ランド・バトルといった戦闘ドクトリンが発展していった82 。ここで注目すべ

きは、この戦闘ドクトリンがアメリカ陸軍のものであるという事実である。

　冷戦後の今日、アメリカは他の追随を許さないほどの空軍力を保持しているが、ある意味

で、このアメリカの空軍力重視志向は、アメリカ国民の科学技術至上主義の反映といえよ

78 Lawrence Freedman, The Evolution of Nuclear Strategy (London: Macmillan for IISS, 1981), Section 2.
79 しかしながら、この呼称にも多くの問題点が含まれている。詳しくは、Colin S. Gray, “The Ad-
vantages and Limitations of Air Power,”in his Explorations in Strategy (Westport, CT: Praeger,
1996)を参照。
80 Williamson Murray, “The United States Air Force: The Past as Prologue.”（2000年2月8日に防衛庁防衛
研究所で開催された研究会における発表論文。）
81 ただし、アメリカ空軍は、第一次世界世界大戦で「近接航空支援」及び「航空阻止」の重要性を認識し
ていたにもかかわらず、その後、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争で同じ過ちを繰り返している。
82 グレイによれば、戦争に勝利するための中核となる空軍力の重要性は、空軍力がカギを開けた「ド
ア」から、陸軍力及び海軍力がどの程度前進できるかという能力に大いに影響、あるいは支配される
のである。詳しくは、Colin S. Gray, “Air Power and Defense Planning,”in his Explorations in
Strategy, p. 133を参照。
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う。空軍力を中心とする国家・軍事戦略は、今日まで半世紀以上にわたってアメリカ政府が

採用してきた政策であり、実際、第一次世界大戦以降、アメリカが関与した戦争・紛争にはいず

れも、空軍力の優勢が重視及び実践されてきたことが顕著にうかがわれる83。端的にいって、

唯一アメリカだけが、今日、真の意味でのエア・パワーの名に相応しい国家である84。

　また、アメリカは、空軍力を運用することにより人的犠牲を極限化でき、短期間の戦いの

可能性が高まり、敵の政治・軍事中枢を大規模かつ正確に破壊できるだけでなく、アメリカ

の空軍力の脅威を認識する敵に対する抑止となり得るため、とりわけ空軍力を重視してきた

といえよう。これらの要素は、今日のアメリカではすでに規範として確立している。いうま

でもなく、このような思考には常備軍に対するアメリカ国民の一般的認識、とりわけ常備陸

軍力に対する国民の忌避が反映されているのである。そうしてみると、こうしたアメリカの

空軍力重視志向は、「アメリカ流の戦争方法」の基礎の一つを構成するものであり、同時に、

「アメリカ流の戦争方法」の重要な方策の一つとなっているのである85 。

　ただし、同時に付言すべきは、今日のアメリカがかつての大英帝国の「インペリアル・ポ

リーシング」のように空軍力を自由に活用できるのは、今日の戦略環境がそれを許すからで

ある。すなわち、ヘゲモンとしての圧倒的なプレゼンスの賜物なのである。仮に、今日の戦

略環境が変化すれば、さらには、アメリカに対抗し得る空軍力を備えた国家が登場すれば、

空の戦いは、かつての「ドッグ・ファイト」に回帰するかもしれない。また、戦争に固有の

パラドックスの問題、すなわち空軍力同士での戦闘を回避し、異なる手段でアメリカに挑戦

する国家・アクターが登場した場合、はたしてアメリカは、空軍力を効果的に運用できるの

であろうか86 。

ところで、今日、一般に空軍力の備えた潜在能力が認識されているなか、とりわけ「エ

ア・パワー」という用語を正確に理解することが不可欠である。しばしば、「エア・パワー

＝空軍」と誤解されるが、今日の「エア・パワー」の概念には、空軍が保有する航空機、弾

薬、センサーなどとともに、海軍の航空戦力、陸軍の攻撃ヘリコプター、戦術ミサイルなど

83 アメリカの空軍力重視政策に関しては、コリン・グレイの優れた研究がある。詳しくは、Colin S.
Gray,“The Advantages and Limitations of Air Power,”and“The United States as an Air
Power,”in his Explorations in Strategyを参照。
84 グレイは、唯一のエア・パワー国家としてのアメリカの源泉を、戦略文化と国家スタイルといっ
た観点から考察している（Gray,“The United States as an Air Power,”pp. 84-98）。
85 Gray,“The United States as an Air Power”を参照。「アメリカ流の戦争方法」と空軍力の関係に
ついては、John A. Warden,Ⅲ , “Employing Air Power in the Twenty-First Century,”in Richard
H. Shultz, Jr., and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., eds., The Future of Air Power in the Aftermath of the Gulf
War (Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press, 1992); Meilinger,“Proselytiser and
Prophet,”in Gooch, ed., Air Power, pp. 28-29 を参照。
86 戦争におけるパラドックスについては、Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987)を参照。
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も含まれるのである。すなわち、今日の空軍作戦とは、旧来の軍種の枠組みを越えた軍事力

が参加するものであることを理解すべきである。思えば、元来、「エア・パワー」といった

概念は、単に空軍が保持する戦力だけを意味するものではなく、民間の航空産業やその要

員、さらには、国家政策や国民の理解といった要素を含めた広義のものであったはずである87 。

だが、いつの間にか、その意味は極めて限定的なものに矮小化されたのである。その意味で

は、改めて「エア・パワー」の意味するところを問い直すことが重要となろう。

（３）空軍力・空軍戦略の将来

湾岸戦争での空軍力の役割を研究したエリオット・コーエンは、湾岸戦争によって「アメ

リカの指導者は、今や圧倒的な空軍力というこれまでの戦争の歴史には見られない軍事能力

を手にしている」と結論付けている。さらにコーエンは、この空軍力により、戦略・指揮・

統制のみに留まらず、戦争の概念自体にも大きな変化が起きていると主張する88 。また、エ

ドワード・ルトアックは、「湾岸戦争によって1920年代にドゥーエ、ミッチェル、そしてト

レンチャードに代表される空軍理論家が所与のものと考えており、また、今日まで眠ってい

たとされる空軍力の特徴がついに回復された。…（中略）…この戦争によって空軍力による

戦争の勝利という約束が、ついに果たされることになった」とさえ主張している89 。実際、

湾岸戦争以降、空軍力はあたかも西側諸国の、とりわけアメリカの戦争の同義語であるかの

ように認識されつつある。確かに、冷戦が終結した今日、なぜ陸軍力及び海軍力が必要なの

かといった論争は見られるが、空軍力の必要性に疑問を呈する議論は皆無である。空軍力に

関する今日の議論の中心は、その有用性の有無ではなく、誰が、すなわち、どの軍種がその

能力を保持すべきかについてである。

　かつてフランシス・ベーコンは、海軍力を保有する者は「自由を手にし、戦争を思うまま

に遂行できる」と述べたが、コーエンによれば、今や、この表現は空軍力にこそあてはま

る。「今日、多くの者が制海権の重要性を主張しているように、近い将来、制空権の重要性

が理解されるであろう」とのドゥーエの予測は、見事に的中したのである。将来において

は、自国領土外における軍事力行使を望む者は、空軍力を極めて魅力的な存在と見なすであ

87 Gray,“The Advantages and Limitations of Air Power,”p. 63. 周知のとおり、軍事力（海軍力）の
要素として政府の性質を最初に挙げたのは、アルフレット・セイヤー・マハンであった。
88 Eliot A. Cohen,“The Mystique of U.S. Air Power,”Foreign Affairs, Vol. 73, No. 1 (January/
February 1994).
89 Edward N. Luttwak,“Air Power in US Military Strategy,”in The International Security Studies
Program, The Fletcher School of Law and Diplomacy, ed., The United States Air Force: Aerospace
Challenges and Missions in the 1990s (Cambridge, MA: Tufts University, 1991).
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ろう。例えば、政府は空軍力であれば陸軍力では危険とされる戦力の段階的投入・使用も可

能であると考えるかもしれない。軍事力行使の際、目標の選択的攻撃が可能なことも空軍力

の魅力の一つである。また、近い将来、仮に非致死的兵器や敵を戦闘不能に陥れるような軍

事技術が開発されれば、敵・味方を問わず、死傷者を伴わない戦争も可能となり、その場

合、空軍力の魅力はさらに高まるであろう90 。加えて、戦争の究極目的が敵に味方の意志

を強要することである事実は不変とはいえ、少なくとも西側諸国では、そのための手段が

「暴力（brute force）」から「強制（coercion)」へと移行していることは否定できない。周

知の通り、「強制」とは敵のリーダーシップに働きかける行為であり、そのため、軍事力の

選択的行使が可能な空軍力の価値はさらに高まるに違いない91 。いうまでもなく、こうし

た空軍力への期待は、湾岸戦争での多国籍空軍の成功、さらには、近年のコソヴォやアフガ

ニスタンにおける事例と無関係ではない92。

　なるほど、こうした空軍力重視思考に対しては、陸軍（海兵隊）及び海軍からは「占有

力」を備えた陸軍力・海軍力に代替するものはないとの反論も可能であろう。しかしなが

ら、「ポスト・ヒロイック」と呼ばれる今日の時代状況の観点からすれば、政府にとっては、

できる限り陸軍力（海兵隊）や海軍力を投入しない方が無難なのである93 。また、少なく

とも空軍力には、敵がある地域を占有することを拒否する能力が備わっているのである。だ

が、より重要なことは、技術の発展に後押しされた空軍力によって、「占有力」の概念自体

が変化していることである。すなわち、従来の陸上戦力に頼らなくても、事実上、ある地域

を占有することが可能になりつつある。例えば、イラクでの「飛行禁止区域」の設定とその

監視活動は、今日の空軍力にある程度の「占有力」が備わっている事実を見事に証明してい

る。逆に、今後の陸軍力に求められていることは、必ずしもある地域の占有ではなく、むし

ろ、戦争の後片付け（モッピング・アップ）になりつつあるように思われる。

　もちろん、空軍力に過度な期待を寄せることも誤りであろう94 。例えば、今日の空軍力

を過大評価する論者は、空軍力によって、あたかも18世紀中頃のヨーロッパにおける戦争

90 Ibid.
91 Colin McInnes,“Fatal Attraction?: Air Power and the West,”Contemporary Security Policy,
Vol.22, No.3 (December 2001), pp. 41-44.
92 戦争・紛争における空軍力とその強制力に関しては、Robert A. Pape, Bombing to Win: Air Power
and Coercion in War (Cornell: Cornell University Press,1996) が示唆に富む。
93 ポスト・ヒロイック戦争に関しては、Edward N. Luttwak,“Toward Post-Heroic Warfare,”For-
eign Affairs, Vol. 74, No. 3 (May/June 1995) を参照。
94 空軍力に対する楽観的見解の代表としては、John A. Warden, The Air Campaign: Planning for Com-
bat (London: Brassey’s, 1989)を、逆に空軍力の将来に対する慎重な立場の代表としては、Stephen
Biddle,“Victory Misunderstood: What the Gulf War Tells Us about the Future of Conflict,”
International Security, Vol. 21, No. 2 (Fall 1996)を参照。
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形態、すなわち「制限戦争」に回帰できると考えているようである。確かに、当時の戦争

は、主として少数の外国人傭兵部隊によって戦われ、実際の戦闘は、一般社会から孤立した

かたちで民間人を極力巻き込まないという配慮のもとで戦われていた。しかしながら、その

後、19世紀の戦争の性質を十分に理解していたアメリカのウィリアム・シャーマン将軍が

鋭く指摘したように、アメリカ南北戦争が勃発した近代においては、一般社会が軍事作戦の

ターゲットとされるのは不可避である。とりわけ、イラクのサダム・フセインに代表される

ように、多国籍軍の空爆を抑止するため自国民をも人質にするような現状においては、残念

ながら、一般社会が戦争に巻き込まれるのは避けられないであろう95 。19世紀から20世紀

にかけて、戦争と一般社会の関係が一層緊密化してきたことは否定できず、それが、「総力

戦」という戦争形態を生み出したのである。そして、この傾向は、今日においても加速化す

るばかりである。結局、流血なき戦争とは幻想にすぎないのである。

　また、とりわけ湾岸戦争以降の空軍力の役割に関する論争を振り返ると、この戦争にどの

軍種が勝利をもたらしたのか、それゆえ、どの軍種が決定的かつ支配的なものであるかと

いった瑣末な議論が多く見られ、そのなかでも空軍至上主義者の議論は、空軍力の役割を過

度に強調する不毛なものが大半であった。だが、戦争に勝利をもたらすものが、各軍種・兵

科の「相乗効果」であることは、歴史の教えるところである。

　最後に、今日、空軍力及び空軍戦略の将来を考察する際に問題を複雑化させているのは、

「技術自体が今日の主要な空軍力の理論家であり、当面は発明が適応の母である」（エリオッ

ト・コーエン）という事実である。はたして、将来、戦争の目的と手段に関する十分な理解

を基礎とする空軍力及び空軍戦略の構築は可能であろうか。

　以上概観したように、空軍力はその登場以降、約１世紀の間に軍事力に絶対不可欠な要素

となった。とりわけ第二次世界大戦と湾岸戦争では、空軍力の有効性が見事に実証された。

もちろん、これを可能にしたのは技術の発展である。だが同時に、20世紀の「時代精神」に

空軍力が最も合致していたことも事実であり、さらには、とりわけ1945年以降のアメリカ

によるヘゲモニーという戦略環境が空軍力の重要性を規定したのである。

　では、改めて空軍力とはいかなる特質を備えた軍事力であろうか。一般的には、空軍力の

際立った特徴としては以下のようなものが挙げられる。すなわち、強大な突破打撃力、高速

度、広範囲の行動能力、機動力、柔軟性、そして多様性である96 。コリン・グレイは、今

日の戦略環境を勘案した後、これらの要素をさらに敷衍して、空軍力には７つの利点がある

としている。すなわち、それらは、偏在性（ubiquity）、頭上空間という翼側（the overhead

95 Cohen, “The Mystique of U.S. Air Power.”
96 Gray,“The Advantages and Limitations of Air Power,”and“The United States as an Air
Power.”とはいえ、グレイが鋭く指摘しているように、これらは空軍力に固有の要素ではない。
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flank）、行動距離・到達能力（range and reach）、移動スピード（speed of passage）、地

理的制限のない行動ルート（geographically unrestricted routing）、卓越した偵察能力

（superior observation）、そして、集中の柔軟性（flexibility in concentration）である 97 。

換言すれば、空軍力は、真の意味でのグローバルな領域を備えており、必然的に頭上空間と

いう翼側を活用、前進支援基地及び空中給油があれば、事実上、無限の行動距離・到達能力

を享受できるのである。また、弾道ミサイルと宇宙船を例外とすれば、空軍力だけが任務遂

行のための比類なき移動スピードを備え、また、地理的制限のない行動ルートのおかげで、

あらゆる方向から敵に脅威を与えることができるのである。さらには、空軍力は、注目した

目標及び行動に対する卓越した偵察能力といった領土という要素に拘束されない利点を有

し、力の決定的な集中を行うために比類なき柔軟性をもってパワー・プロジェクトが可能な

のである。

　空軍力の歴史を大雑把に振り返れば、1900年代初頭から1920年代にかけて実験的かつ陸

軍力の補助的軍種にすぎなかった空軍は、1920年代から1940年代にかけて、有用かつ重要

な軍種へと発展を遂げた。それが、1940年代から1990年代にかけて絶対必要不可欠な補助

的軍種となり、そして、1990年代以降は、あたかも単独で戦争に勝利できる軍種へと発展

したかのようであった98 。

　だが、それでも空軍力の将来を楽観的に語ることは許されないはずである。仮に、旧来の狭

義の空軍力の定義に固執するのであれば、例えば、軍事力全体が統合運用へと発展しつつある

今日、なぜ独立した担い手である空軍（エア・フォース）が必要なのかという疑問に答える必

要がある。いうまでもなく、空軍力（エア・パワー）の有効性と独立した軍種としての空軍（エ

ア・フォース）の保持とは異なる次元に属する問題である。実際、陸軍力の投入を予定してい

ない国家戦略下での空軍力が、限定的な効果しか発揮できなかったことは、コソヴォの事例で

見事に証明されている。ベンジャミン・ランベスは、以下のように指摘している99 。

NATO側は当初から地上軍投入を選択の対象から外していた。地上戦の可能性が現実的

に否定されたため、セルビア側の地上軍は戦車その他の車両を分散して隠蔽することがで

きたのであり、そのためそれらは爆撃を生き延びることができた。

97 Gray,“The Advantages and Limitations of Air Power,”pp. 67-71. だが同時に、グレイは、空軍
力の限界として６つの要素も挙げている。詳しくは、ibid., pp. 74-77を参照。
98 Gray,“The United States as an Air Power,”p. 102.
99 以下の引用はすべて、ベンジャミン・ランベス（進藤裕之訳）「実戦に見る現代空軍力――湾岸戦
争とコソヴォ紛争」『防衛研究所戦史研究年報』第5 号（2002年3 月）からのものである。
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アルバニアとマケドニアの国境沿いにおいて地上軍の投入を匂わせるだけで、セルビア側

の地上部隊はもっと航空攻撃にさらされるかたちで配置されざるを得なかったであろう。

コソヴォ紛争によって、味方の地上部隊を早期に戦闘に投入させる絶対的必要性がなく

なったことが再確認されたが、同時に、作戦全般の戦略に地上部隊を介入させる現実的可

能性を残さなければ空軍力は多くの場合、その能力を最大限に発揮できないことも再確認

された。

　実際、湾岸戦争の結果から確実にいえることは、空軍力を中核とする各軍種の備えた力の

「相乗効果」こそが、多国籍軍の決定的勝利をもたらしたということである。興味深いこと

に、この結論は、そのまま第二次世界大戦の教訓にもあてはまるものである。そうしてみる

と、戦争における空軍力のウェイトの高まりは、あくまでも相対的なものにすぎないのであ

る。

さらには、あえて極論を述べれば、戦略空軍作戦におけるミサイル及び精密誘導兵器（核

兵器を含む）の登場によって、陸軍力・海軍力、さらには空軍が保有する航空機、とりわけ

戦闘機が不必要になりつつあるといった議論に対して、いかなる説得力に富む反論が用意さ

れているのであろうか。将来、ミサイルが有人航空機にすべてとって代わることはあり得る

のか。また、宇宙空間やサイバー空間が、今日の戦闘空間を規定しているとされる空軍力空

間にとって代わる可能性はないのか。これらに関して重要なことは、将来においては軍種と

しての空軍（エア・フォース）ではなく、広義の意味での空軍力（エア・パワー）の重要性

を理解することであろう。繰り返しになるが、空軍力（エア・パワー）には、空軍が保有す

る航空機、弾薬、センサーなどとともに、海軍の航空戦力、陸軍の攻撃ヘリコプター、戦術

ミサイルなども含まれるのである。

最後に、戦争と「時代精神」の相互作用を考えるとき、仮に空軍力自体が今後、技術の

進歩に後押しされるかたちでさらに飛躍的に発展したとして、戦争が政治的・社会的・倫

理的制約に厳しくさらされることが予測されるなか、はたして、その潜在能力を十分に活

用することは可能であろうか。おそらく、あたかも空軍力をめぐる技術の発展と反比例す

るかのように、政治的・戦略的制約は高まるに違いないし、そうであれば、空軍力の備え

た能力は大きく制限されることになろう。だが、仮にそれが許されたとして、元来、攻撃

的性質の強い空軍力を基礎として、日本独自の防勢的空軍戦略及び空軍戦力を構築するこ

とは可能であろうか。「エア・パワー国家としてのアメリカ」（セヴァースキー）とは対照

的に、日本はコンチネンタリスト的傾向が強く、決してエア・パワー国家とはなり得ない。

かつてセヴァースキーが指摘したように、ローマが陸軍力国家であり、イギリスが海軍力
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国家であるのと同様、アメリカは空軍力国家であり、この３つの大国は、それぞれ自国に

特異な軍事力を活用して世界を支配し、かつ、平和をもたらしたのである。そうしてみる

と、エア・パワー国家としての資質に乏しい日本において、空軍力が活躍する余地は残さ

れているのであろうか。また、アメリカには、勢力均衡の維持者として、最後の手段の保

護者として、集団安全保障の調整者及びリーダーとして、そして、人権の擁護者としての

国家戦略があり、それらの国家戦略を遂行するための手段として空軍力が高く評価されて

いるのであるが100 、はたして日本には、空軍力を活用するためのいかなる国家戦略が用意

されているのであろうか。以上のような問題を一つずつ検討することが、将来の空軍力及

び空軍戦略を構築するための第一歩なのである。

５　統合運用と「軍事上の革命（RMA）」101

（１）統合運用

　歴史的に見て、軍事力が展開される空間の外延的拡大が図られ、陸軍力、海軍力、空軍力

という概念が順次、生まれた。それに伴い、軍事力行使の実際の担い手である軍隊にも陸

軍、海軍、空軍といった各軍種への分化が見られたのである。しかし、昨今、各軍種の統合

の必要性が強く認識されるようになってきた。というのは、通信技術等の技術発展により

陸・海・空の軍事力を統合的に運用する可能性が開かれたからである。また、一旦、そのよ

うな可能性が生じた以上、敵にそれを実現される前に自己が行っていなければ、将来の戦争

における勝利が約束されないからである。

　思えば、19～20世紀に見られた、これら一連の軍事力の展開は、技術の発展に支えられ

て戦闘空間が陸から海・空へと拡大する一方、戦闘の担い手である陸軍、海軍、空軍がそれ

ぞれの独自性を主張した結果、戦闘空間は拡大したものの、その実、分割された空間が並存

することになったと要約することができよう。それが21世紀の今日、再び統合への道を歩

み始めたともいえる。

　統合を技術の発展が後押ししていることはいうまでもない。同時に、軍事力が展開される

空間の外延的拡大が限界に達しつつあることも統合を推進する一つの要素である。すなわ

100 Gray,“Air Power and Defense Planning,”p. 118.
101 本節の記述は道下徳成（防衛庁防衛研究所第2研究部第3 研究室主任研究官）に負うところが大
きい。
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ち、グローバリゼーションといった用語に象徴されるように、今日では、軍事力の外延的拡

大が地球の隅々にまで達したため、逆に、地球という空間のなかでの軍種の統合化が図られ

ていると捉えることも可能である。また、そうであればこそ、新たな外延的拡大を可能にす

る空間を求めて、宇宙空間及びサイバー空間の活用が模索されているのである。

　今後、軍事力は、旧来の軍種が統合され、より一体化されたものにならなければならな

い。実際、ウィリアムソン・マーレーが指摘するように、統合作戦遂行能力は、すでに20

世紀から「軍事力の有効性を決定付ける不可欠の要素」となっていたのである102 。このよ

うな趨勢は、21世紀においてますます強まるであろう。また、ウィリアム・オーウェンス

が指摘する「共有された戦場把握能力」の価値を最大限に引き出すためにも、各軍種はより

一層統合された軍事力を共有する必要があると思われる。

例えば、陸軍力についていえば、今日、陸軍力と空軍力を切り離して論じることは不可能

になりつつある。実際、多くの主要諸国は、自国領土からの緊急展開を目的とする、少数精

鋭かつ機動力を備えた陸軍力の構築を進めるようになっている。さらにアフガニスタンのタ

リバン政権攻略作戦で興味深い展開が見られた。陸軍力の一種である特殊部隊（Special Op-

erations Forces, SOF）が空爆の精度を高めるために誘導活動を行ったことである。すなわち、

特殊部隊員が陸上においてレーザーを目標に照射し、そこに爆撃機がレーザーによって誘導

される爆弾を投下し、精密爆撃の精度を高めたのである。この事例では空軍力を有効なもの

にするため、陸軍力が対空支援を行っているのである。

　また、イギリスでは、海軍作戦を論じる際に「統合作戦への海からの貢献（Maritime Con-

tribution to Joint Operations）」という概念が用いられつつある。イギリス海軍の45式駆

逐艦は、ミサイルの専門家である陸軍准将をトップとする統合チームによって導入の決定が

なされたのである103 。

　しかしながら、同時に、真に統合された軍事力を構築することは容易でない。その理由の

一つは、各軍種が、それぞれ固有の文化を持っているからである。統合の推進は、軍の慣

習、文化、権力構造等に重大な影響を及ぼすため、容易ではない。実際、今日のアメリカ軍

においては、教育制度、人事制度、組織などが複合的なかたちで統合を妨げているのである。

　いうまでもなく、アメリカ軍は、太平洋戦争（1941年～1945年）において統合作戦を実

施した経験を有している。しかしながら、こうした経験があったにもかかわらず、戦後すぐ

には、アメリカ軍が統合化されることはなかった。アメリカ軍が統合運用の強化に向かった

102 ウィリアムソン・マーレー「21世紀の統合・共同運用」防衛庁防衛研究所編『軍事力の本質』110-
132頁。
103 コッボルト「海軍力」防衛庁防衛研究所編『軍事力の本質』61 頁。
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のは、太平洋戦争終結後、数十年を経た1980年代になってからであった。しかもそれは、軍

が主導した改革運動の結果としてではなく、アメリカ議会が1986年にゴールドウォーター・

ニコラス法を制定した結果であった。

　統合については、大別して２つのコンセプトが存在する。その一つは、全体的には統合は

好ましいと認める一方、同時に、すべてを統合することは必ずしも得策でないとする立場で

ある。これに関してマーレーは、各軍種の異なる文化を一掃してしまうことは、統合の目的

に合致しないと指摘する104 。すなわち、各軍種それぞれが、陸・海・空という戦争の異な

る局面で専門的な役割を果たすことができなければ、効果的な統合戦力とはなり得ないとす

るのである。同様にコッボルトも、各軍種の特性は維持されなければならず、とくに高度の

専門性とエートスがその鍵になると指摘する。「海軍の伝統こそ、新しい戦略、ドクトリン、

シナリオ、技術に適応するにあたって、最も重要な役割を果たす105 」とのコッボルトの言

葉は、海軍だけでなく、他の軍種にもあてはまるはずである。

　これに対して第２の立場は、各軍種固有の文化を超越してこそ、統合に意味があるとする

ものである。

　本稿の立場は、各軍種の統合運用を強化すべきであると主張するものである。現実に統合

運用への動きは各国の軍隊で強まっている。現在の趨勢に照らし、将来の軍事力にあって

は、陸（海兵隊）・海・空という軍種の統合軍への発展的解消まで進むかもしれない。その

場合、当然であるが、統合軍には、陸・海・空といった機能的な区分は必要であり、それに

見合った陸・海・空の異なる文化も重要なものとして残るであろう。しかしながら、それ

は、あくまでも統合軍文化の一つの要素にすぎず、将来においては、指揮系統を分ける必要

性はまったくなくなるであろう。

　ブライアン・ボンドは、今日においても、陸上戦闘こそがあらゆる武力紛争において最終

的な鍵となると主張する。確かに、20世紀における最も重要かつ大規模な武力紛争、すな

わち、第二次世界大戦中のヨーロッパにおける戦争が、地上において展開されたことは事実

である。ボンドは以下のように述べている。

この作戦がいかに厳しく、コストの高いものであったとしても、この地上作戦こそが最終

的にドイツとその同盟諸国の敗北をもたらす中心的な役割を果たしたのである。地上にお

ける勝利、あるいは敗北の回避は、戦勝国、敗戦国のいずれにとっても死活的な重要性を

持った106 。

104 マーレー「21世紀の統合・共同運用」127-131頁。
105 コッボルト「海軍力」60頁。
106 ブライアン・ボンド「陸軍力――1900～2000年」防衛庁防衛研究所編『軍事力の本質』48 頁。
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　確かに、最近の紛争を見ても、よく訓練され規律正しい地上軍が、戦争を終結させ、戦後

の安定を確保するにあたって重要な役割を果たしていることは事実である。だが同時に、こ

のような伝統的な陸軍力の役割が、今日では一定程度、空軍力によって遂行されつつあるこ

とも想起すべきである。「占有力」の概念及び担い手は明らかに変わりつつある。

　海軍力も軍の重要な要素の一つとして維持されるであろう。コッボルトは、湾岸戦争で投

入された軍需物資の95パーセントが海上輸送されたとの事実を改めて指摘した107 。しかし

ながら、今日の戦略環境を考えるとき、海軍力そのものの相対的重要性は低下するように思

われる。すなわち、将来における海軍の役割は、プラットフォームとしての機能を別にすれ

ば、主に周辺海域におけるものになると考えられよう。

　統合を考察する際は、空軍力という用語を正確に理解しておくことが不可欠である。しば

しば、「空軍力（エア・パワー）＝空軍」と誤解されるが、ここでの空軍力には、空軍が保

有する航空機、弾薬、センサーなどとともに、海軍の航空戦力、陸軍の攻撃ヘリコプター、

戦術ミサイルなども含まれるのである。航空作戦においては、すべての軍種が重要な役割を

担うということである。

　こうした空軍力の特質を前提とした上で、昨今、議論の中心となっているのは、今後、敵

の防空射程圏外から行われる攻撃（スタンド・オフ攻撃）が、陸軍力に代わって戦場におい

て決定的な役割を果たすようになるか否かという問題である。確かに、空軍力は湾岸戦争

中、一部の論者が期待したほどの決定的な成果をあげなかった。しかしながら、同時にいえ

ることは、空軍力なくしては、アメリカとその同盟国がわずかの犠牲でイラクの軍事力を壊

滅させるのは不可能であったということである。従来、空軍力はあくまでも陸軍力の支援と

いう任務が中心であった。だが、今日、空軍力は極めて短期間のうちに戦闘空間（戦場）を

規定するだけに留まらず、自身だけで戦争に決着をつけ得るようになってきた。実際、今日

の陸軍力の役割は、あたかも戦争終結前後のモッピング・アップに相当するものになってい

るかのようである。また、その陸軍力でさえ、ヘリ・ボーン部隊に代表されるように、いう

なれば広義の空軍力を形成するものの活躍が目立つのである。

　既に論じたように、陸軍力、海軍力、空軍力の相対的な重要性に変化が生じているなか、

統合への流れが急速に進行している。そして、21世紀初頭の戦略環境及び「時代精神」を

考えるとき、今後は、空軍力を中心に軍事力を構築する必要に迫られることになるであろう。

107 コッボルト「海軍力」55頁。
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（２）軍事上の革命（RMA）

　次に「軍事上の革命（RMA）」について検討してみよう。この問題をめぐる1990年代の論

争は、本当にRMAが起こりつつあるのか否かについてであった。しかしながら、今日の議論

は、すでにRMAが起こりつつあることを前提として、それをいかに効果的に利用するかとい

うことである。

　ウィリアム・オーウェンスは、アメリカはまさにRMAの真っ只中にあると指摘し、この

革命が交戦当事者間の格差を劇的に拡大し、消耗戦略の必要性を減じるとともに、大規模な

軍事力を集中させるという原則、つまり、「パウエル・ドクトリン」の必要性を低下させる

ものであると主張する108 。しかも、アメリカは、こうした革命を実現させるために必要な

技術をすでに保有しているというわけである。

　RMAがもたらす変化のなかでも、最も重要な要素の一つが将来の戦争における情報の役

割であろう。とりわけ、技術の進歩が、クラウゼヴィッツがいうところの「摩擦」、そして

「戦争の霧」を取り払うことになるのかという点については研究者の間でも意見が分かれて

いる。例えば、オーウェンスは、情報技術上の優位によって「圧倒的な戦場把握能力

（dominant battlefield knowledge）」が可能になると主張する 109 。すなわち、RMA化され

た軍隊は、戦場で何が起きているのかを、敵よりも迅速かつ正確に把握し、作戦の効率を劇

的に高め、リスクを最小化できるというのである。

　これに対してマーレーは、先端技術が戦争の「摩擦」を劇的に低下させることは考えられ

るとしながらも、「摩擦」や「戦争の霧」を完全に取り払うことは不可能であるとの考えを

示している110 。RMAは万能薬ではないというのである。また、コッボルトは、敵側の反撃

能力を完全に奪ってしまう「絶対的支配」の可能性を認めながらも、不完全な情報に基づい

て、時間のプレッシャーを感じながら人間が決定を下すことに付随する困難は、RMAを

もってしても解決することはできないと考えている111 。確かに、すべてが統合された環境

とネットワーク化されたシミュレータをもってしても、人間の判断を予測すること、あるい

108 ウィリアム・オーウェンス「21 世紀の軍事力―― 9・11 米国同時多発テロ後の防衛上の問題」防
衛庁防衛研究所編『軍事力の本質』19-30 頁。なお、「パウエル・ドクトリン」とは、明確な政治目
的なしにアメリカ軍を派遣することはしない、撤退戦略なしにアメリカ軍を派遣することはしない、
圧倒的な軍事力集中を支えるだけの政治的支持なしにアメリカ軍を派遣することはしないというもの
である。
109 オーウェンス「21世紀の軍事力」を参照。
110 マーレー「21世紀の統合・共同運用」111-112頁。また、戦争における「摩擦」については、石
津朋之「『軍事革命』の歴史について――『ナポレオン戦争』を中心に」『防衛研究所戦史研究年報』第
4号（2001年3 月）を参照。
111 コッボルト「海軍力」58頁。
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は判断力を訓練することは容易ではない。

　同時に、今日の世界では、RMAを可能にする技術ばかりでなく、RMA軍に対抗するための

非対称能力を可能にする技術も拡散していることは事実である。また、壊滅的な被害を生み

出すテロリズムの可能性も存在する。こうした多種多様の非対称的な挑戦を防止する上で、

はたしてRMA化された軍事力や兵器体系はどの程度有効なのであろうか。この問題に確信を

持って答えることは容易ではない。

　RMAに関して本稿でとくに強調したい点は、RMAとは優れて組織の問題であることで

ある 112 。なるほど軍事力をRMA化するためには、その技術が必要とされる。だが技術は

あくまでも前提条件であり、軍事力のRMA化が成功するか否かは、それに見合った組織に

再編できるかにかかっている。ここで組織とは、軍事力の統合化を可能にする組織のことで

ある。すなわち、軍事力のRMA化が成功するか否かは、軍事力の再編、とりわけ軍種の統

合に踏み込めるかにかかっているのである。

（３）RMAと同盟関係、そして連合作戦

　いうまでもなく、RMAは好ましい結果だけをもたらすものではない。軍事力のRMA化

には否定的な影響も伴うのである。オーウェンスは、その一例として、RMAが同盟関係に

否定的な影響を与えるのではないかとの懸念を表明している。オーウェンスは以下のように

述べている。

どこに軍事力を展開しなければならないかをいち早く、より正確に予測することが可能と

なり、また、より柔軟で、破壊力が大きく、迅速に展開することが可能な戦力を保持する

ことができた場合、恒常的な前方展開は必要ではなくなり、急速な戦力投入でこれを代替

することが可能となるであろう113 。

　換言すれば、軍事力のRMA化により、冷戦期のような前方展開戦力の基地としての同盟国

の価値は低下するということである。

112 この点に関しては、Jeremy Black, War: Past, Present, & Future (London: St. Martin’s Press,
2001) に詳しい。また、マイケル・ハワードは、参謀本部制度や師団・軍団制度の発展に代表される
組織レベルでの軍事革命を「管理革命（administrative revolution）」と呼んで、組織の変化の重要
性を強調している。詳しくは、マイケル・ハワード（奥村房夫、奥村大作訳）『ヨーロッパ史と戦争』
（学陽書房、1981年）を参照。

113 オーウェンス「21世紀の軍事力」27-28頁。
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　オーウェンスは、さらに、RMAがアメリカの同盟国にもたらす問題について次のようにも

主張する。

世界の多くの諸国は超大国というものに対して良い感情を抱いていない。とくに、その超

大国を牽制する力が存在しない場合はなおさらである。こうしたことから、アメリカの軍

事的優位は他国の不安感をかき立てる側面を持たざるを得ない。このため、アメリカの軍

事的優位は、潜在敵国のみならず友好国に対しても疑念や嫉妬心を呼び起こさせ、その優

位に対抗したいとの気持ちを持たせる。こうしたことから、アメリカ外交政策の最大の課

題は、とくに友好国がこうした感情を持たないような環境を醸成することとなろう。つま

り、アメリカは、一方では自国の軍事的優位に他国が対抗しようとしたり、挑戦しようと

したりしないような手だてを講じながらも、他方では、他国が脅威を感じ、捨て鉢になっ

てアメリカに立ち向かってくるようなことがないようにバランスをとっていかなければな

らないのである114 。

　このための手段としてオーウェンスは、アメリカが向上した「戦場把握能力」を用いて、

諸外国との関係を強化するよう提唱する。今日の国際関係で最も問題となるのは不透明性で

あるため、今後、連合作戦のリーダーシップをとろうとする場合、紛争の不透明性を迅速に

取り除き、柔軟に対応策をとり、精密かつ正確に武力行使を行う能力がそのリーダーシップ

の源泉となろう。そして、核の傘がそうしたように、アメリカの提供する「情報の傘」がア

メリカと諸外国の互恵的な関係の基礎となるということである。

　実際、2001年9月に発表されたアメリカの「４年ごとの国防見直し（QDR）」にも明記され

ているように、アメリカ軍は同盟国及び友好国と協調し、平時には共同訓練等を通じて連合

作戦能力の育成に努め、各国軍とのインター・オペラビリティーの向上を図りつつ、有事に

おいては連合作戦を行うとしている115 。

　同盟関係や同盟諸国との連合作戦は歴史的に重要な役割を果たしてきた。しかしながら、

同盟や連合作戦が、常に肯定的な結果をもたらしたわけではなく、ときには否定的な結果を

招いたのも事実である。マーレーは、外交及び戦争において同盟は常に重要な役割を果たし

てきたことを認める一方、同時に、同盟諸国との連合作戦には常に多くの問題がつきまとう

と指摘する116 。いうまでもなく、同盟諸国は異なる文化を持ち、それぞれの軍隊は異なる

114 同上、27頁。
115 「４年ごとの国防見直し（QDR）」は、http://www.defenselink.mil/pubs/qdr2001.pdfを参照。
116 マーレー「21世紀の統合・共同運用」127-131頁。
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訓練方式、概念、ドクトリンを持っている。そして何よりも、政治目的が国によって異な

る。こうした事実こそ、首尾一貫した連合作戦を妨げる重大な障害となってきたのであっ

た。

　とはいえ同盟は、自国にない能力を補完したり、敵についての理解を深めたりするという

点で重要な助けとなる。21世紀においても、同盟関係は、他国の文化、歴史、そして政治

的・軍事的能力を理解するにあたって、貴重な資産となるであろう。

　その意味でも、今日において軍事力のRMA化は不可避の趨勢である。仮に、日本がアメ

リカの同盟国としてある程度の責任を負う意志を有するのであれば、軍事力のRMA化はそ

の絶対条件となる。

６　非通常戦争

（１）非通常戦争の定義

　冷戦終結後、非通常戦争が大きく注目されるようになっている。その背景には、エスニッ

ク紛争の多発、その結果としての「破綻国家」の発生に伴い、先進諸国の国軍が介入するこ

とが多くなったことがある。そこでの戦闘は、これまで先進諸国の国軍が慣れ親しんできた

正規軍同士の戦闘ではない。さらにアメリカにおける9・11同時多発テロ事件の発生を受け

て、アルカーイダ及びタリバン打倒のカウンター・テロリズムの軍事作戦が展開されたが、

このことも「破綻国家」と非通常戦争への注目を高めさせることになった。

　ここで「非通常戦争（unconventional warfare）」の定義を明らかにしておくことが議論

の明確化のために必要である。一般に受け入れられている定義では「非通常戦争」の反対概

念は「通常戦争（conventional warfare）」であり、通常戦争とは、正規の国軍同士の戦闘

を意味するものとされる。したがって「非通常戦争」という語は、それ以外の武力紛争すべ

てを包含する総称として存在する。ある事典によれば、具体的には、革命戦争（この革命戦

争の主たる構成要素は破壊転覆活動（subversion）とゲリラ戦である）、コマンドによる奇

襲攻撃、特殊部隊による特殊作戦、テロリズムとカウンター・テロリズムといったものが非

通常戦争として挙げられている。そして、核戦争、生物兵器や化学兵器を使用した生物・化

学戦は、非通常戦争には含まれないものとされる117 。

117 Edward Luttwak and Stuart L. Koehl, The Dictionary of Modern War (New York: Gramercy Books,
1991), pp. 640-641.
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　この一般に受け入れられている定義から、非通常戦争の標識として武力行使の直接の担い

手である武装集団の性格を挙げることができよう。武力紛争の交戦当事者の一方が、正規の

国軍でない場合、その戦闘は非通常戦争として扱われる118 。このことから次のことがいえる。

　まず第１に、正規軍とはすぐれて近代の概念である。近代に入り、国家（state）が成立

し、正規の国軍が初めて発足した。マックス・ウェーバーの有名な定式化に従えば、国家と

は一定の領域の内部で、正当な物理的暴力行使の独占を要求する人間共同体である119 。主

権国家登場以前に社会内に拡散していた物理的暴力手段は国家によって独占され、その行使

も国家によって独占された。国家によって独占された物理的暴力行使は、具体的には警察と

軍隊によって担われることになった。その軍隊がすなわち正規の国軍である。実際には、国

家が物理的暴力の独占を完成させ、国軍のみがその行使の担い手となるのには、数世紀の長

い歴史的過程を要したものだが、いずれにせよ、今日に至るまで、国軍が正統性を備えた組

織的な実力集団となっている120 。したがって非通常戦争を考察するとき、参照基準となる

のは国家の正規軍同士の戦争である。このようなことから非通常戦争を理解するためには、

近代国家成立後の戦争史を概観する必要がある。

　第２に、非通常戦争を実際に遂行する担い手が、正規の国軍ではない武装集団であるとし

ても、この戦争を企画し実施する責任主体については、先の定義は何も触れていない。この

ことは国家間の紛争の一環として非通常戦争が実施され得ることを意味する。実際、冷戦期

において、米ソ対立のなかで国家間抗争の一環として多くの非通常戦争が戦われた。その一

方、冷戦終結後に多発するようになった非通常戦争は、これら在来の非通常戦争とは異質の

性格を含んでいる。したがって、このことを本稿で論じる必要がある。

（２）戦争史における非通常戦争の位置付け

我々が知っている典型的な正規の国軍間の戦争は、17～18世紀の王朝間戦争、19世紀か

ら第一次世界大戦までの国民の戦争である。

　周知のように、1648年のウェストファリア条約によって凄惨な宗教戦争（30年戦争）が

克服されるとともに、主権国家が登場した（ウェストファリア体制）。繰り返しになるが、

118 正規の国軍同士の戦闘であっても、一方の交戦当事者が正規の制服を着用せずに、コマンド作戦
に従軍する場合も、その戦闘は非通常戦争として扱われる。この場合、国軍間の戦闘であっても、一
方の交戦者が正規の制服を着用していない点でもって､正規性は低いと考える。
119 マックス･ウェーバー（脇圭平訳）『職業としての政治』（岩波書店、1980年）9 頁。
120 Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1994).
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ウェーバーの定式によれば、国家とは一定の領域の内部で、正当な物理的暴力行使の独占を

要求する人間共同体である。国家登場以前においては、物理的暴力手段は社会内に広く拡散

され、現在の言葉でいえば、武装した非国家主体が相争った。そのことが宗教戦争を激しい

ものにする一つの背景となった。およそ近代国家には宗教戦争の反省が刻印されている（国

家より上位の権威の否定、内政不干渉の原則など）。国家は内戦（宗教戦争）の再発を防ぎ、

「域内の平和」を維持すべく、物理的暴力の集中と独占を図った。国家によって独占された

物理的暴力の行使はもっぱら警察と国軍によって担われた。警察は対内治安の任にあたり、

国軍は主に対外防衛の任にあたった。そして、国軍のみが戦争の正当な担い手であると位置

付けられ、国軍同士の戦闘のルールを定めることによって（古典的な戦時国際法）、人間の

原罪ともいうべき武力紛争の囲い込みがなされたのである。こうして近代以降、「戦争とは

国家間の戦争である」という、我々が戦争について考え語るときの規範的概念が成立した。

そして、正規国軍同士の戦争以外の武力紛争は禁ずべきものとなった。正規国軍同士の戦争

は、人間の原罪である武力紛争を文明的に行おうとする17世紀人、18世紀人の知恵の賜物

であったのである。ところで、国家より上位の権威を否定する国家の成立は、当時のヨー

ロッパ国際社会にアナーキーをもたらすことになり、内戦の代わりに国家間の戦争が発生す

ることになった。とはいえ、その実態は真のアナーキーにほど遠かった。

　近代国家成立直後の王朝間戦争の時代における戦争は、現在の基準に照らすとはるかに穏

やかなものであった。そうなった背景として、この時代における国家間の関係は君主たちの

個人的関係としての色彩が濃厚であり、戦争もまた、君主間のゲームのようなものであった

ことが大きい。そこで賭けられていた争点は、主に王位継承権と領土であり、戦争の当事者

である君主は相互に強い憎しみや敵愾心を抱くことはなかった。王位や領土など賭けられて

いたものと、戦争継続に要するコストを比較し、適当な時点で戦争を打ち切って講和を結ぶ

ことができたのである121 。この戦争に要するコストであるが、当時の諸王朝は、コストを

賄うに十分な経済力（財政力）を備えていなかったのが実情である。18世紀には絶対王政

が出現したが、「絶対君主」と呼ばれるにしても、現代的感覚で絶対的な権力を備えていた

と見ては、事の真相を見誤ることになる。当時の国家権力は、今日におけるように社会の底

辺にまで及ぶ浸透力を有しておらず、国内資源を十分に動員することはできなかった。これ

は、当時の人民が、いまだ国民（ネーション）としての自覚を有していなかったからにほか

ならない。したがって、彼らは、戦争は君主たちの戦争であるとして傍観し、戦争遂行のた

めの資源の供出に自発的に応じることもなかった122 。軍事力にも大きな制約が課せられて

121 Luard, War in International Society, pp. 85-118.
122 Ｒ・Ｒ・パーマー「王朝戦争から国民戦争へ」パレット編『現代戦略思想の系譜』82-83頁。
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いた。軍事技術的な制限はもちろんのこと、何よりも国内社会的な制約が大きかった。いう

までもなく、国民が形成されていない以上、徴兵制度など導入すべくもなかったのである。

当時の正規国軍（常備軍）は、もっぱら傭兵中心に構成せざるを得なかった。

一方、19世紀の国民の戦争は、18世紀末から19世紀初めにかけてのフランス革命によっ

て始まる（ナポレオン戦争）。政治社会の性格が変わると、戦争の性格は大きく変わらざる

を得ない。君主が主権者の座から落ち、国民が主権者となると事態は変わった。国民は国家

のなかに犠牲を払うに値する価値を見出すことができ、自発的に戦争遂行のための人的資

源、物的資源を提供するようになった。この時代において戦争が戦われる争点としては、領

土問題と勢力圏の拡張をめぐる問題が多かったが、これはナショナリズムの高揚と深く結び

ついていた。そのことを背景にして国民の戦争は激烈なものとなっていかざるを得なかっ

た。19世紀を通じて、ナショナリズムの動きは次第に強まり、この世紀の後半において、ヨー

ロッパ大陸諸国で本格的な短期徴兵制の採用が進み、大衆軍（マス・アーミー）が登場する

ようになった。この動きは、大衆が次第に政治に登場するようになった時代の動きと見合っ

ていた。この大衆の時代において、ナショナリズムは著しく強まり（ハイパー・ナショナリ

ズム）、マス・アーミーとハイパー・ナショナリズムの結合したところ、戦争は激烈なもの

になっていった。第一次世界大戦がそのことをよく示し、この戦争は前線も銃後も区別のな

い総力戦（total war）となったのである。

　以上、ごく簡単に、典型的な国家間の戦争の見られた王朝間戦争と19世紀の国民の戦争

を概観した。この両者の間にはナショナリズムの有無に関して大きな違いもあったが、その

反面、戦争を戦えるのは、国際社会において承認された国家の正規国軍のみであるとい

う原則が貫徹していた点においては、本質的な共通点を持っていたのである。非通常戦争が

多く見られるようになったのは、第一次世界大戦後の20世紀に入ってからである。

　第一次世界大戦末期にボルシェヴィキ革命の勃発を見たことに象徴的に示されているよう

に、20世紀はイデオロギーの時代であり、「通常戦争」という語に含まれている規範に照ら

せば、党派性の高い武力紛争（国際内戦）が多く見られた異例の時代である。この異例性

は、例えば、ソ連邦の赤軍が正規の国軍ではなく、党の軍隊であったことからもその一端を

うかがうことができよう。20世紀の武力紛争の特徴は、党派性の濃い武力紛争の多発であ

り、武力紛争が戦われることになる争点としては、イデオロギー対立を伴う政治体制のあり

方をめぐるものが多かったことである。17～19世紀に多く見られたような類の領土問題や

勢力圏といったものそれ自体が争点になることは減った。たとえ勢力圏の拡張がいわれて

も、それはイデオロギーの地政学的拡張をめぐる問題と同義であったのである123 。

123 Luard, War in International Society, pp. 119-127.
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冷戦期に入ると、非通常戦争の頻度は一層高まり、先進諸国の国軍が実際に戦った戦争の

ほとんどが非通常戦争であった。冷戦期の非通常戦争は、その多くが米ソ対立を背景にし

て、発展途上国を舞台に政治体制のあり方を賭け、極度に強い党派的対立を伴った革命戦争

であった。この「革命戦争」という語から明らかなように、これは内戦であり、国家の正規

国軍同士の戦争とは異なる。非通常戦争が戦われた典型であるベトナム戦争においては、外

部からアメリカ軍が南ベトナム支援のため介入したが、交戦当事者の一方の側がアメリカ軍

という国軍であっても、他方の側は民衆のなかにまぎれて破壊転覆活動やテロリズム、ゲリ

ラ戦に訴える非正規の武装勢力（ベトコン）であり、国家間の戦争の作法はまったく通用し

なかった。真の敵である北ベトナムは公式には参戦せず、しかし、浸透作戦（infiltration）を

通じて、ベトナム戦争に事実上、参戦していた。外部勢力である中ソ両国もまた、北ベトナ

ムを支援していたものの公式には参戦していなかった。北ベトナムもそれを支援する外部勢

力も、破壊転覆活動やテロリズムによって、南ベトナムの国土に和戦未分化の空間をつくり

あげ、革命戦争を遂行したのである。革命戦争は極めて政治性の高い戦いであるので、通常

戦争に慣れ親しんだ正規の国軍将校、とくに軍事的プロフェッショナリズムの伝統を持つア

メリカ軍将校にとっては手に余るし、また嫌われるタイプの戦争であった。冷戦期には膨大

な量の核兵器の存在を背景に核抑止が構築され、米ソ両国の指導者はこの核抑止の敷居にた

えず神経を尖らせていた。そして、この敷居を超えない範囲で注意深く、通常戦争が構想さ

れ準備されたのであり、そのような通常戦争が「限定戦争」と呼ばれた。アメリカ軍の多く

の将校がたえず注意を払い、準備していた通常戦争とは主にヨーロッパにおける通常戦争で

あった。そして、さらにこの通常戦争の敷居の下、和戦未分化の空間のなかで非通常戦争が

注意深く展開されたといってよいだろう124 。結局のところ、冷戦期においては、核戦争は

一度も起こらず、通常戦争は中東戦争や印パ戦争などが起きたものの、米ソが直接戦火を交

えることは一度もなかった。他方、非通常戦争こそがアメリカを始めとする西側先進諸国

が、実際に直接かかわる実戦となったのである。非通常戦争はアメリカ軍等の西側諸国の国

軍にとって鬼門であったといえよう。

　国軍将校、とりわけアメリカ軍将校が非通常戦争をいかに嫌っていたかは、特殊部隊への

態度に現れている。非通常戦争に対応するためには、特殊部隊を整備するとともに、陸・海・

空軍の正規軍と統合的に運用することが必要であるが、実際には、アメリカにおいてその本

格的な努力は1980年代に始まり、1987年になって、特殊作戦担当の国防次官補のポスト

124 Stephen J. Cimbala, The Politics of Warfare: The Great Powers in the Twentieth Century (University
Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1997), pp. 85-86.
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（Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict）

とともに、統合司令部（the US Special Operations Command, USSOCOM）が新設された。

陸・海・空軍の正規軍将校は、陸・海・空それぞれの特殊部隊への理解がなく、それどころ

か、陸・海・空三軍の主流の組織文化と特殊部隊のそれとは大きく異なるため、これらを異

端視し、そのため統合司令部の創設は一筋縄では進まなかったのである125 。ともあれ、統

合司令部が創設された直後に、冷戦が終結し、ポスト冷戦の時代を迎えたのである。

（３）ポスト冷戦における非通常戦争

　冷戦終結後になって目立った武力紛争は、いわゆる「破綻国家」を舞台とするものが多

くなった。すなわち、「破綻国家」におけるエスニック紛争であり、その紛争形態は、我々

が近代国家成立以来、規範としている国軍同士の戦争とは遠くかけ離れたものである。一

元的に統治する実効的な政府はもはやなく、国軍ではなく単なる武装集団が存在するだけ

である。政治的な概念としての国民はなく、熱狂に駆られた人民がいるにすぎない。先進

諸国の国軍はこのようなエスニック紛争への介入を余儀なくされている。最近における、

その典型的なケースがコソヴォへのNATOの介入である。先進諸国の国軍が動員される他

の事態としては、国際麻薬密輸対策や海賊対策が挙げられよう。さらに加えて9・11同時

多発テロ事件が発生し、アメリカ軍を中心にアフガニスタンのタリバン政権攻撃が行われ

た。このケースにおいても、「破綻国家」が問題となった。国内を実効的に統治できない

「破綻国家」は「沼沢（swamp）」、換言すると国際テロリストの巣窟となり得ることが強く

認識されるようになり、したがって、国際テロリズム対策において、このような「破綻

国家＝沼沢」への対応が必要となった。アフガニスタンのケースでは、一度、「破綻国家

＝沼沢」を軍事力でもって一掃し、その後、「国づくり」が進められることになったので

ある。

　ここに挙げたケースはいずれも非通常戦争が戦われる事態である。もっともタリバン攻略

自体は、巡航ミサイル、爆撃機、空母などの通常兵器が動員され、通常戦争に近い様相を呈

したが、その反面、テロの首謀者であるウサマ・ビンラディンの追跡、そして掃討という、

いかにも中世的な世界に後戻りしたかのような、個人征伐を目的とする作戦が、特殊部隊が

参加して遂行された。冷戦期にすでに非通常戦争が多く見られたが、冷戦終結後の非通常戦

争は、冷戦期の非通常戦争とは大きく性格を異にする。冷戦期のそれは、米ソ両陣営対立の

125 Susan L. Marquis, Unconventional Warfare: Rebuilding U.S. Special Operations Forces (Washington,
D.C.: Brookings Institution Press, 1997).
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構図のなかで遂行されたのであり、つまるところ、国家間の抗争の一手段としての非通常戦

争であった。他方、現在、見られる非通常戦争の多くは国家間の抗争のなかで遂行されるの

ではなく、国家と非国家主体（non-state actor）の間の非対称戦において非通常戦争が戦

われるものとなっている。この点が従来の非通常戦争とは異質な点である。

　このような非通常戦争は軍事力の本質に照らして、さまざまな問題を投げかける。一つに

すでに論じた降伏（紛争終結）の問題である。非国家主体との武力紛争において、国際法上

の国家間の戦争におけるような降伏はあり得ない。事実において紛争終結があったとして、

何をもって勝利と考えるのか。非国家主体に対して、通常の国家間におけるような政治は展

開され得ないとすれば、政治目的を達成するための非通常戦争もあり得ず、したがって、通

常の意味での「勝利」もないであろう。現在の国際情勢で進展しつつあるのは、ウェスト

ファリア体制の強化に向けての動きである126 。冷戦終結後に増えた非通常戦争は、主権国

家中心の国際秩序を維持するためのものであり、そこで動員される軍事力は、従来の軍事力

とは異なる性格を持つと見るべきであろう。

　この問題を考察するには、根本的に国際秩序のあり様を検討する必要がある。我々が知っ

ている国際秩序は、17世紀以来発展してきた、主権国家を基本単位とする国際秩序であり

（ウェストファリア体制）、そして、国家とは、正当な物理的暴力行使の独占を要求する人間

共同体であるから、国家以外の非国家主体が物理的暴力の行使に訴え、国際的に大きな影響

を与えるとき、それは現存の国際秩序に対する重大な挑戦となる。非国家主体が武力を集積

し行使するとき、この主体は私的武力集団ないしプライベート・アーミーと呼ばれる。今

日、進展しているグローバリゼーションのなかにあっては、このような私的武力集団が登場

しやすくなる。国際的なテロリスト集団だけでなく、近年、問題になっている東南アジア海

域に現れる武装海賊、南米で勢力を持つ麻薬密輸組織なども、このような私的武力集団であ

る。このような私的武力集団の問題が端的に噴出したのが、9・11同時多発テロ事件であっ

た。この事件後にあっては、アメリカ軍を中心に諸国の支持のもとで徹底的なカウンター・

テロリズムの作戦が展開された。このような観点で現状を見たとき、今後、非国家主体の実

力行使による国際秩序への挑戦が見られたならば、諸国の国軍が連合して、その鎮圧を図

るという構図が定着していく可能性が高いといえよう。

　さらに視野を広げて見た場合、いわゆる「破綻国家」の問題も、ここで論じている国際

秩序の観点から問題を改めて捉えなおすことができる。主権国家を基本単位とする、現行

126 ここで留意すべきは、内政不干渉の原則である。「破綻国家」に対してこの原則は必ずしも適用さ
れないことが、コソヴォの事例で示された。すなわち、「ウェストファリア体制の強化」といっても、
この体制下の諸原則が絶対的に遵守されるわけではない。
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の国際秩序のもとでは、ある特定の大地に国家不在の空白は許されない。現行の国際秩序

はいいかえると、国家間システムのことであるが、主権国家のみが相互に承認しあった上

で、そのシステムのメンバーとなり得る（国際法的には「国家の承認」という）。そして、

このシステムには国家相互支援とも呼ぶべき力学が内蔵している。それは個々の具体的な

国家の存続を国家間システムが保障するという意味においてではない。これまでの歴史に

おいて、個々の国家のなかには、他国に併合されたり、複数の国家に分裂したりしたもの

があったが、そのような個々の国家の興廃という次元とは異なる次元において、国家間シ

ステムは国家相互支援システムである。このシステムは、ある特定の大地において、明確

な境界で区切られた領域内で統治権力が確立していること、すなわち主権国家が存在して

いることを求めるシステムである。そして、そのような主権国家が不在であった地域にお

いて、主権国家が成立したならば、他の主権国家がそれを承認することによって、初めて

それは主権国家として国家間システムのメンバーになり得る。このシステムは21世紀を迎

えた現在も機能している。その端的な例が分離独立運動（secessionism）に見られる。世

界各地で分離独立運動に端を発する武力紛争が頻発し、「破綻国家」が発生しているが、こ

れらの分離独立運動の担い手が目指しているのは、結局、新たな国民国家の樹立である。

例えば、旧ユーゴが内戦の末に解体し、残された荒廃した地に成立したのは、クロアチア

やスロベニアなどの新たな主権国家にほかならず、他の国家はそれを承認したのである。

分離独立運動の過程で国軍以外の私的武装集団が登場したり、テロ行為が行われたりはす

るが、それでもこれらの武力行使の担い手が目指している目標は新たに自分たちの主権国

家を建設することである。

　およそ人が存在している限り、そこに人が人を統治するための政治的秩序形態が発生する

が、現在までのところ、主権国家以外の有力な政治的秩序形態は登場していない。武力行使

を行う非国家主体はなるほど登場している。しかし、それが分離独立運動の担い手である場

合には、彼らの運動が成功した暁には、結局、新たな主権国家の樹立に終わるのであり、さ

もなければ、武装海賊や麻薬密輸組織のような物質的利益を追求する単なる犯罪者集団か、

表面上の理由はどうであれ、既成秩序に不満を持ち、それを撹乱することを目的とする無頼

の集団のいずれかである。現在、グローバリゼーションの進むなか、世界各地の相互接触が

一層強まっているが、それゆえに、かえって現在の国家間システムは地球上の隅々まで、主

権国家と呼ばれる政治的秩序形態が存在することを強く要求しているのである。仮に既存の

国家が内部崩壊したため、ある特定の地域に政治的秩序の真空が生じたならば（いわゆる

「破綻国家」）、他の諸国家はその真空を埋め、その地域における政治的秩序を回復すべく、

改めて主権国家を樹立するなり、救済することを求める。そのための具体的な国際的取組み

が平和強制や平和維持活動であり、諸国の国軍がこれらの活動に参加しているのである。平
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和強制にあっては、諸国の国軍は協力して、紛争当事者（私的武装集団）に対し、場合に

よっては実力の行使に訴え、そこで非通常戦争を戦い、紛争の沈静化を図り、その後のいわ

ゆる「国づくり」においては、停戦条件を守らせ、紛争の再発を防ぐ平和維持活動に諸国国

軍が活躍することになる。

　非国家主体の大規模な武力行使に対する対抗・鎮圧（カウンター・テロリズムなど）にせ

よ、また、いわゆる「破綻国家」内の紛争解決のための平和強制や「国づくり」支援のため

の平和維持活動にせよ、いずれも主権国家を基本単位とする国際秩序維持のための軍事活動

である。これまで国軍は国家間の競争の次元において、国家の意志を他の国家に押し付け合

う争いの最後の手段として実力を行使したものであるが（伝統的な意味の軍事力）、ここで

の検討の対象になっている軍事力はもはや国家間の競争の次元においてではなく、より根本

的な国際秩序維持の次元のものであり、この意味において新たな政治的性格の軍事力なので

ある。軍事力は国家政策の一手段として国家により行使されることは昔も今も変わらない

が、従来は、国家間の競争が国家政策の実質的内容を構成していたものであるが、今後は、

ここで論じている意味における国際秩序の維持が国家政策の内容を構成するようになり、そ

れに伴って、軍事力の政治的性格も変化していくのである。

　ところで、これまでの経験で非通常戦争には陸・海・空の各軍種の統合運用が重要である

ことが知られるようになっている。非通常戦争の中心的担い手は特殊部隊であり、その能力

を最大限に発揮させるためには各軍種の正規部隊の支援が必要である127 。さらに、国際秩

序維持のために諸国の国軍同士の協力が増えていることから、今後は、一国内の各軍種の統

合のみならず、諸国の国軍が効果的に連合作戦を行う能力の向上も大きな課題となるであろう。

おわりに――何が日本に求められているのか

軍事力の本質は変わらない。自己の意志を相手に従わせるための手段として軍事力が存在

する。一方、歴史的に見れば、軍事力を行使する主体、軍事力が行使されるに至る争点は変

化している。同時に、本稿で考察したように軍事力が行使される空間及び形態も変化し続け

ている。人間集団間の戦闘が行われる空間は陸上が主であったが、時代を経るにしたがっ

て、海上、海中、空中、宇宙へと空間的外延拡大が進んだ。それに伴い、軍事力の具体的な

姿に分化が見られ、陸・海・空の軍種が登場したのである。戦闘は敵・味方の作用と反作用

127 House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, p. 283.
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の交錯のなかで展開されるものであり、そのため、戦闘には空間的な外延的拡大を求める衝

動が必然的に内包されており、それが技術の発達に伴って実現されてきたといえよう。ま

た、歴史的に見ると、軍種間の相対的重要性は時代とともに変化している。今後は、RMAに

代表される技術の進歩に支えられて、軍種間の統合の流れが強まるであろうし、また、その

流れにうまく乗れば、国家政策の一手段として軍事力をその本質どおりに効果的に使用する

道が開かれるであろう。

日本の防衛政策への含意として本稿から得られることは、伝統的な軍種が消滅するか否か

の問題は別として、国家政策の一手段として軍事力を効果的に行使するためには、軍種の統

合運用は不可避であるということである。同時に、RMA化された軍事力を構築する必要に

も迫られるであろう。ただし、その際、単に軍事力の統合化・RMA化を推進するだけでは

意味がなく、統合「文化」の構築及び統合化・RMA化に伴う組織の再編成が最重要課題と

なろう。

　最後に、今日、日本に何が求められているかについて検討してみよう。その手掛かりとし

て、オーウェンスが常々主張する、将来における軍事力の４つの構成要素について考えてみる。

　オーウェンスによれば、将来の軍事力の第１の構成要素は「情報の傘」である。また、第

２の構成要素は精密打撃戦力であり、第３が高い機動力を備えた陸上戦力である。そして、

最後の第４の構成要素が優れた後方支援能力である128 。

もちろん、これらの構成要素はアメリカ軍だけにあてはまるものかもしれないし、必ずし

も日本がこれに追随する必要はないのかもしれない。実際、オーウェンスの議論に留まら

ず、本稿での論述はアメリカを中心としたものである。しかしながら、これまでの議論から

明らかなことは、軍事力を政治の一手段として有効活用するためには、軍種の統合運用、

RMA化、とりわけ同盟諸国との連合作戦を視野に入れたRMA化などが必要不可欠な要素と

なっていることである。

しかしながら、同時に、とりわけ欧米先進諸国においては、軍事力の有用性が諸々の理由

により低下していることも事実であろう。今日、国家政策の一つの手段としての軍事力行使

という命題に対しては、国際社会が求め、かつ、許容する軍事力の役割及び行使という観点

から再検討が求められているのである。

それ以上に重要なことは、日本の国家目標を明確に定義することであろう。日本はどこへ

向かおうとしているのか、国際社会においていかなる役割を果たす意志があるのかといった

問題を無視して、日本の軍事力の将来を議論しても無意味である。その意味において、今

128 2002年1 月18 日に防衛庁防衛研究所で開催された戦略研究会で、ウィリアム・オーウェンスが
「次なるRMA」と題して発表した内容による。
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日、日本に求められていることは、日本の国家戦略を定め、いかなるときに、どのような目

的で、いかに軍事力を行使するのかを明確にし、「日本流の戦争方法（The Japanese Way in

Warfare）」を早急に構築していくことなのである。


