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《柳澤防衛研究所長のインド・パキスタン出張》 

 １０月１３日（月）から２２日（水）の間、柳澤防衛研究所長がインド及びパキス

タン両国を訪問しました。今回の訪問は、インドで開催された第７回ＡＲＦ国防大学

校長等会議に参加するとともに、インドとの防衛研究交流及びパキスタン研究所等と

の意見交換を行うことを目的とするもので、ＡＲＦ国防大学校長等会議には教育部長 

小野原１海佐が、また、全期間を通して企画室 伊豆山研究交流調整官及び深瀬主任

研究官が随行しました。 

ＡＲＦ国防大学校長等会議に

おいては、メインテーマとして

「災害及び人道援助等における

軍の役割」、サブテーマとして「国

連平和維持活動」について参加各

国の発表と意見交換が行われ、各

国の国情と特性に応じた活動状

況や今後のとり組み方等につい

て有意義な情報を交換すると 

ともに、懇親会、現地研修等を通

じて親睦を深めました。 

インドとの防衛研究交流においては、インド防衛研究所において元駐日インド大使

を含む４０数名の研究者と深い議論を行い、両国の安全保障政策等について相互の理

解を深めました。また、フェルナンデス国防大臣を表敬するとともに、デリー政策グ

ループのラガヴァン所長と意見交換する等、実りの多い訪問となりました。 

続いて訪問したパキスタンにおいては、インドとのワガー国境において国境警備兵

の交代式を研修した後、国防大学、戦略研究所、軍統合情報局を訪問し、パキスタン

の安全保障政策等についての認識を深めました。また、カシミールの管理ライン（Line 

Of Control）をパキスタン側から研修し、現地の状況について詳細な説明を受けまし

た。今回の訪問を通して、インド及びパキスタンの双方から自国の安全保障に関する
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考え方について意見交換するとともに、日本の安全保障政策について説明し、改めて

相互理解の難しさとその努力の必要性を認識することができました。 

 

《第２回戦争史研究国際フォーラムの開催》 

フォーラムの様子 

 １０月１５日（水）、１６日（木）の両日、第２回戦争史研究国際フォーラムが、

グランドヒル市ヶ谷を会場として開催されました。本フォーラムは、防衛研究所創立

５０周年を契機に昨年より始ま

り、今回で２回目になります。

今年度は、ペリー来航１５０年

目にあたることもあり、｢日米戦

略思想の系譜｣と題して、日米両

国の戦略思想について歴史的な

観点から、日米両国の研究者が

比較検討を行いました。 

 北岡教授による基調講演は、

福沢諭吉から吉田茂にいたる近

現代日本の戦略について海洋国

家の観点から系譜をたどったも

のであり、示唆に富む包括的な発表でした。ついで、議長 林戦史部長の進行のもと、

第１セッションでは、第一次世界大戦以降第二次世界大戦までの日米両国における戦

略思想の変遷について、第２セッションでは、現在にいたるまでの戦後日米両国の安

全保障政策、戦略思想について、発表・質疑が行われました。 

 総括討議では、両セッションでの討議を踏まえ、日米両国の戦略思想の特徴・問題

点、日米戦争の原因、さらには今後の日米同盟のあり方等を中心とした活発な議論が

なされ、議長総括としてまとめられました。 

 ９・１１同時多発テロ以降、イラク戦争に見られるように、米国が新たな国際秩序

を模索するなかで日米同盟のもと日本が所要の対応を求められている現状において、

今回のフォーラムは今日的意義を有するものとなりました。 

 聴講者は一般の方々も含め、両日で４５０人に及び盛況のうちに終了しました。フ

ォーラムの概要は、以下の通りです。 

 

◇１０月１５日（水）                                                                  

基調講演 ｢海洋国家日本の戦略－福沢諭吉から吉田茂まで－｣ 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 北岡伸一 
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第１セッション  

｢新秩序の模索と国際正義・アジア主義－近衛文麿を中心として－｣  

防衛研究所 庄司潤一郎 

｢米国の戦略計画策定 1919～1939－無知から臨機応変へ－｣ 

米国海兵隊戦闘研究所戦略計画担当官 フランシス・Ｈ・ホフマン 

｢総力戦、モダニズム、日米最終戦争－石原莞爾の戦争観と国家・軍事戦略思想－｣ 

防衛研究所 石津朋之 

｢第二次世界大戦における米国の戦略とリーダーシップ－二正面戦略をめぐる問題－｣ 

オハイオ州立大学名誉教授 ウィリアムソン・マーレー     

 

コメント及び討議 学習院大学法学部教授 井上寿一  

 

◇１０月１６日（木） 

第２セッション  

｢敗戦国の外交戦略－吉田外交とその継承者－｣   

京都大学大学院法学研究科教授 中西寛  

｢戦略は偶然の産物－米国の太平洋政策（1945～1975 年）－｣ 

 元米国陸軍指揮幕僚大学高等軍事研究学校長 リチャード・Ｈ・シンライク      

｢戦略思想としての『基盤的防衛力構想』｣ 

 防衛研究所 道下徳成  

｢米国の外交政策と戦略－1970 年から現在－｣ 

 米国海軍大学校教授 マッキュービン・Ｔ・オーウェンス 

   

コメント及び討議 元日本大学法学部教授 秦郁彦 

   

総合討議・議長総括 

 

 

《東南アジアとの防衛研究交流》 

１０月７日（火）～８日（水）、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガ

ポール及びタイの５か国から研究者を招聘し、「２１世紀初頭の東アジアにおける安

全保障秩序」をメインテーマとした東南アジアとの防衛研究交流が実施されました。 

本研究会は３部で構成されており、第１部では「米国の一極主義の評価と国連の役

割」、第２部では「ＡＳＥＡＮの地域情勢」をサブテーマとして意見交換が行われ、

第３部では総括討議が実施されました。 
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所長表敬時の懇談の様子 

第１部では、シンガポール、マレーシア及び日本の代表者からの報告に続いて意見

交換が行われ、米国の一国主義に対する懸念と多国主義の重要性等について多くの意

見が出されました。第２部

では、インドネシア、フィ

リピン及びタイの代表者か

らの報告に続いて意見交換

が行われ、インドネシアが

提案している「ASEAN 安全保

障共同体」とタイの外交政

策が ASEAN に与える影響と

いう２つの議題を中心に、

活発な意見交換が行われま

した。第３部では、アジア

協力対話構想（ACD）、北朝鮮をめぐる６か国協議、東南アジア友好協力条約等の議題

について総括的な議論が行われ、最後に、日本と ASEAN の今後の関係についての参加

各国からの意見交換を行いました。 

 

《日露防衛研究交流》 

１０月２９日（水）～３０日（木）、ロシア連邦軍参謀本部軍事戦略研究センター

長 ウラジミール・イヴァノヴィッチ・オスタンコフ少将及び同研究部長 ヴラジミ

ール・イリチ・ルトヴィノフ大佐を招聘し、日露防衛研究交流が実施されました。 

意見交換中のオスタンコフ戦略研究センター所長（中央）

本研究会は、「９．１１事件以降のロシアの国家安全保障政策の変化要因」及び「イ

ラク戦争後の国際戦略環境」という２つのテーマで実施されました。オスタンコフ・

センター長、ルトヴィノフ研究

部長及び第２研究部 吉崎主任

研究官の報告に続いて意見交

換・議論が行われ、ロシア軍に

おける「緊急課題」を中心とす

る国防政策の見直しと今後の軍

建設、米国単極世界下における

欧州とアジア・太平洋地域の安

全保障等について活発な意見交

換と議論が行われました。 
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《マレーシア戦略研究センター長の来訪》 

 １０月２日（木）、マレーシア戦略研究センター長 アブドゥル・ラザック氏が防

衛研究所を来訪し、所長表敬及び意見交換を行いました。 

表敬中のラザック氏（左） 

 所長表敬においては、柳澤所長が１０月１３日（月）から出張予定であったインド

及びパキスタンについての話に花が

咲き、ラザック氏から、両国の訪問

時のユーモア溢れる話を聞くことが

できました。 

意見交換は、近藤第１研究部長の

司会のもと、ＡＲＦに関する話題を

はじめ、一般課程の国外研修や一般

課程への留学生の受け入れ状況等、

様々な分野に関して和やかな雰囲気

の中で行われました。 

ラザック氏は、マレーシアきっての安全保障問題の専門家であり、安全保障、国際

関係、マレーシア政治等に関する著書を多数執筆しておられます。また、マレーシア

戦略研究センター長を務める傍ら、与党ＵＮＭＯ（統一マレー国民組織）のナンバー

３であるナジブ国防大臣の知恵袋かつ側近の一人として内政においても活躍中です。 

同氏の防衛研究所訪問は１９９３年以来２回目となります。 

 

《韓国国防大学校研修団の来訪》 

記念品を交換する金教授（左）と柳澤所長 

１０月９日（木）、韓国国防大学校教授 金 錫用（キム ソクヨン）氏を研修団

長とする研修団２１名が、在京韓国大使館国防武官とともに防衛研究所を訪問し、所

長表敬及び意見交換を行いました。 

意見交換は、第２研究部 道下主

任研究官による「北朝鮮の核問題に

関する日本の対応策と自衛隊の役

割」と題した報告に引き続いて行わ

れ、朝鮮半島有事における日本の対

応やミサイル・ディフェンス、イラ

クへの自衛隊派遣等について多く

の突っ込んだ質問があり、中身の濃

い議論が行われました。 
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《モンゴル国防大臣の来訪》 

意見交換の風景 

 １０月１０日（金）、グルラクチャー モンゴル国防大臣が防衛研究所を訪問し、

所長表敬及び意見交換を行いま

した。防衛研究所の概要説明の

後、戦史部 下河邊調査員から

の「日本のノモンハン事件研究

状況」と題した報告に続いて意

見交換が行われました。意見交

換においては、グルラクチャー

国防大臣から、ノモンハン事件

にかかわった言わば「生き証

人」がこの４年間で約６００人

から約２００人に激減している旨の説明があり、日本における状況についての質問も

ありました。また、防衛研究所と外国の研究機関との交流状況についても強い興味を

示されました。その後、防研が保管している資料等を視察され、防衛研究所を後にさ

れました。 

 

《オーストラリア国防情報機構、北アジア・国際問題局長の来訪》 

意見交換中のセルス局長 

 １０月１６日（木）、オーストラリア国防情報機構のアンドリュー・セルス北アジ

ア・国際問題局長を団長とする研修団一行が意見交換のため防衛研究所を訪問しまし

た。オーストラリア側からはマー

ク・ホーア駐日大使館付国防武官を

含む６名が、防衛研究所側からは近

藤第 1 研究部長、小川第 1 研究部主

任研究官、室岡第２研究部第３研究

室長らが参加しました。 

双方は朝鮮半島やミャンマーをめ

ぐる情勢について率直で活発な意見

交換を行うとともに、大量破壊兵器

や関連物資の拡散を阻止するための

「拡散安全保障イニシアティブ」

(PSI)、その一環として関係各国が必

要な訓練を積み重ねていくことの意義についても言及し、成果を得ることができまし

た。 
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《上海国際問題研究所長の来訪》 

 １０月２７日（月）、上海国際問題研究所 兪 新天（ユ シンテン）所長はじめ

３名が防衛研究所を訪問し、所長表敬と意見交換を行いました。 表敬においては、柳

澤所長が今年５月、上海国際問題研究所を訪問されたこともあって、うち解けた雰囲

気の中で歓談が行われました。意見

交換においては、冒頭、兪所長から

米国戦略の６つの特徴、東アジアの

安全保障と日中関係等について発

表があり、これを受けてシンクタン

ク同士に相応しい率直かつ深い議

論が行われました。特に、北朝鮮情

勢と６か国協議、米国によるイラク

攻撃等に関しては、日中双方に見解

の相違があり、白熱した議論が行わ

れました。 

 

柳沢所長と懇談中の兪所長（右から２人目） 

 

《中国台湾研究会の来訪》 

１０月３１日（金）、中国全国台湾研究会副会長 許 世銓（シュ シクアン）氏

はじめ９名が防衛研究所を訪問し、所長表敬及び意見交換を行いました。 

 

許 副会長からは、日本の防衛計画策定への防衛研究所のかかわり方や防衛研究所

研究員の東アジアの安全保障問

題への取り組み方について質問

があり、防衛研究所に対する関心

の深さが伺われました。また、北

朝鮮問題の６か国協議の効果を

いかに見るかについての意見交

換がありましたが、約３０分の短

時間ということもあり、これを機

に今後も意見交換を続けていく

ことで今回の意見交換は終了し

ました。 

全国台湾研究会は、台湾問題を
記帳される許副会長
研究する学者、個人及び団体から構成される全国的な民間学術団体であり、１９８８

年創設、現在２６団体及び６００人の個人会員を擁しています。 
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《研究会》 

○１０月１４日（水）、ロシア外務省外交アカデミー調査・国際関係担当副学長 

エフゲニー・バジャーノフ氏を講師として招聘し、「イラク戦争後のロシアの外

交政策」と題したロシア研究会が実施されました。 

本研究会は、所指定研究「ロシアの改定国家安全保障コンセプトと改定軍事ド

クトリンの動向」に資するとともに、防衛研究所におけるロシア研究の質的向上

を図ることを狙いとするものです。研究会では、バジャーノフ副学長から、ロシ

アの対外政策の基調が多角的なバランス外交であるとの報告を受け、米国一国主

義に対する評価、北朝鮮に対するロシアの影響力、東シベリアにおける石油パイ

プライン問題等について、活発な意見交換及び議論が行われました。 

 

○１０月１７日（金）、平成１５年度「戦史懇談会」が実施されました。この会は、 

防衛庁・自衛隊の戦史関連業務関係者の参集を得て自衛隊の機関等において戦史関連

業務に携わる教官等の「人材育成」を主テーマとして懇談し、改善向上にとって必要

な提言を行う資を得ることを目的としたもので、１５日、１６日に行われた「戦争史

研究国際フォーラム」に日程を合わせて開催されました。 

防衛大学校防衛学教育学群・統率・戦史教育室長以下、統合幕僚学校、陸海空各幹

部学校、空自幹部候補生学校からの関係者の参加を得て、「陸上自衛隊の『戦史教育

に係わる検討』」及び「防研の『戦史研究初学者教育講座』」の概要説明、「戦史教

育のアイデンティティー」に関する懇談、「戦史専門家の育成」問題解決のためのブ

レーンストーミングなどが行われ、大きな成果を得ることができました。 

 

○１０月２２日（水）、「最近の朝中関係について」と題した朝鮮半島研究会が、東

京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻客員教授 金 煕徳（キン キトク）

氏を講師として招聘し、実施されました。 

 本研究会は、平成１５年度所指定研究「北朝鮮の大量破壊兵器開発と日米間関係」

の資を得るため、中国の朝鮮半島専門家を招聘し、中国から見た北朝鮮の大量破壊兵

器開発問題と北朝鮮に対する中国の政策等について意見交換を行うことをねらいとし

て実施されたものです。 

研究会は、日本と中国の専門家の視点から、現在の北朝鮮と中国の関係をどうみる

かについて２つの報告を聞いた後、参加者との間で討論を行うという形で実施されま

した。 

第２研究部 武貞主任研究官の「中朝関係をどう見るか」と題した報告に対し、金

教授から、「中国は全体として北朝鮮の立場に理解を持っており、朝鮮半島の非核化

を支持しつつ北朝鮮の安全を考えるべきである。また、北朝鮮と良好な関係を維持し
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ておくことにより、韓国、米国、日本に対して、北東アジアの対話枠組みのなかで、

優位な位置を占めることができる。」という旨の発言がある等、内容的にも深い議論

ができ、有意義な研究会となりました。 

金教授は、１９５４年生まれ、吉林省にある延辺大学卒で東京大学大学院を修了し

た、著名な中国外交、日中関係、朝鮮半島問題の専門家です。 

 

○１０月２３日（木）、「ブッシュ政権の安全保障政策と日米同盟」をテーマとする

アメリカ研究会が在京米国大使館の白新田 十久子（しろにった とくこ）さんを講

師として実施されました。講師は、米国政府の立場を代表するものではないとしたう

えで、ブッシュ大統領が来日の際、在日米国大使館職員に“America will never be 

intimidated（アメリカは決して怖気づかない）”と講話された話に始まり、９．１１

事件がもたらしたもの（他国には理解できない恐怖と怒り、新しい安全保障概念、新

たなる同盟関係の形成など）及び日米同盟関係等に関して幅広くご自身の考えを示さ

れました。 

引き続き行われた討議では活発な意見交換が行われ、極めて有益な研究会となりま

した。特に「米国は日本の指導者が自ら決め、日本の指導者が自ら国民に説明するこ

とを望んでいる」という講師の考えは印象的でした。 

講師は、2000 年 6 月から在日米国大使館の政治部外交政策課で政治・外交政策アナ

リストとして勤務され、現在は主に日本の政治・外交政策が米国の外交政策に及ぼす

影響などを分析・レポートしておられます。 

 

○１０月２８日（火）、カリフォルニア大学バークレー校名誉教授 ロバート・

スカラピーノ氏を講師として招聘し「東アジアの安全保障の現状と将来」と題す

る東アジア安全保障研究会が実施されました。 

 本研究会は、防衛研究所における東アジア研究全般の質的向上を図るとともに、

日本の安全保障政策の策定に資することをねらいとし、アジアの歴史的発展と政

策研究に精通した講師を招聘して行うものです。 

 研究会では、中国の対北朝鮮、対日、対台湾政策や日本の対中国経済支援の在

り方、更には米軍の東アジアへの今後のコミットメント等について幅広い質問・

意見交換が行われ、講師の大局的見地からの見解を拝聴することが出来ました。  

 講師は、アメリカにおける東アジア研究の権威として、アメリカの政策決定に

多大な影響力を発揮してこられた著名な学者であり、アジアに関する諸問題の分

野で５００本の論文と３８冊の本を著述されています。 
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《第５１期一般課程》 

 一般課程は、９月２５日（金）から１０月２４日（金）まで「我が国の安全保障問

題・防衛政策を考察するに必要な軍事史に関する概要を理解させる。」ことを主眼に

軍事史コースを実施しました。また、１０月２７日（月）からは「科学技術の現状と

趨勢を理解させ、我が国の安全保障に及ぼす影響について考察させる。」ことを主眼

に科学技術コースを実施中です。この間、講堂での講義のほかに１０月２１日（火）

から２４日（金）にかけて、北方地区現地研修を行い、北方地区の陸上及び航空自衛

隊の部隊・施設等の研修を通じ、北日本における防衛と警備の実態についての認識を

深めました。 

 

《第４２回「史料公開ニュース」 図書館》 

 防衛研究所では所蔵史料のうち、新たに公開した史料をホームページで紹介してい

ます。今月は、陸軍関係者の日記、回想録類の特集です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「開戦に関する東条英機大将の獄中日記」『東条英機』（昭和４１年） 

   筆者がかねてより愛読していた「晩翠詩抄」の余白に記録した日記 

２ 「本庄繁大将手記（満州事変の本質）」『本庄繁』 

   満州事変勃発前の概況、事変の概要等を記述した手記 

３ 「佐久間亮三中将回想録」『佐久間亮三』（昭和２９年） 

   終戦時第５５師団長たりし佐久間中将の回想録 

 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のホームページ＜www.nids.go.jp＞、第４２

回「史料公開ニュース」をご覧下さい。 
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ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、本欄が複雑な安全

保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

９・11 以後の東南アジアの安全保障 

―進む米国の安全保障協力と日本への期待― 

 

第１研究部長 近藤 重克 

第１研究部第３研究室長 恒川 潤 

小泉ドクトリンの発表 

小泉首相は、昨年2002年１月にＡＳＥＡＮ５ヶ国を歴訪し最後の訪問地シンガポー

ルで、小泉ドクトリンと称されることになる日本の東南アジアに対する外交政策のビ

ジョンを表明する演説を行った。このようにまとまった形での日本の東南アジア政策

の表明は、1977年の福田ドクトリン以来である。福田ドクトリンは、日本が東南アジ

アの発展に協力するにあたって「対等な協力関係（イコール・パートナーシップ）」

の構築を理念とした。四半世紀を経て、10ヶ国すべてがＡＳＥＡＮに加盟した東南ア

ジアとの協力について、小泉ドクトリンは、両者が「率直なパートナー」として「共

に歩み共に進む」関係の推進を呼びかけた。小泉首相はこの演説の中で、今年を「日

本・ＡＳＥＡＮ交流年」にすることを提案し、日本とＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連

合）諸国で多くの交流行事が開催された。その締めくくりとして、12月に東京で日本

とＡＳＥＡＮとの特別首脳会議を開催し、政治、経済、安全保障など幅広い協力関係

の構築を謳う「日本・ＡＳＥＡＮ憲章」ともいうべき合意文書の作成が検討されてい

る。政治、経済だけでなく、安全保障問題についても日本とＡＳＥＡＮは「率直」に

語り合わなければならない時代が来ている。 

 

米国とＡＳＥＡＮの安全保障関係の強化 

21世紀に入り、東南アジアはテロと中国の急速な台頭に揺れている。これら２つの

問題を契機にＡＳＥＡＮ諸国、特にＡＳＥＡＮの創設メンバーである５ヶ国と米国と

の安全保障上の結びつきが強まっている。９・11以降、イスラム過激派である国際テ
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ロ組織アルカイダが活動の拠点を東南アジアにも拡大しようとする動きがみられ、バ

リ、ジャカルタと大きな爆破事件が生じている。ＡＳＥＡＮは、テロ問題がこの地域

の経済発展の阻害要因になることを懸念している。国際化するテロ組織への対処につ

いては、情報面も含め、ＡＳＥＡＮ諸国は能力が十分でないため外部からの協力を必

要としている。他方、中国は急速な経済力の伸びを背景に積極的に接近政策を展開し、

東南アジアへの影響力を拡大しようとしている。中国は自由貿易協定（ＦＴＡ）締結

の提案だけでなく、10月のＡＳＥＡＮ首脳会議においてＡＳＥＡＮの基本文書の一つ

である「東南アジア友好協力条約（ＴＡＣ）」に加入し、お互いを戦略的パートナー

と位置づけるＡＳＥＡＮとの共同宣言を発表した。ＡＳＥＡＮ諸国は中国との関係の

拡大を歓迎するものの、中国の影響力があまり大きくなるとＡＳＥＡＮの対外的な行

動の自由の幅が狭まることになる。そのため、ＡＳＥＡＮ諸国は、自然な対応として

中国への対抗力の役割を果たす存在をも外部に求めている。 

まさに、これらのＡＳＥＡＮが懸念するテロと中国の台頭という問題が契機となっ

て、米国は９・11後、東南アジアに対する関与を再び深めており、ＡＳＥＡＮ諸国は、

静かにそれを歓迎している。静かにというのは、対テロ戦争との関係での米国の東南

アジアへの関与の拡大は、イスラム教徒の多い東南アジアでは国内政治的に微妙な問

題だからである。特にイスラム教徒が人口に占める比率が高いインドネシアとマレー

シアはイラク戦争に反対し、米国と一定の距離を置く姿勢をとった。 

 

対テロ戦争のための協力 

米国は、東南アジアを対テロ戦争の「第２戦線」と位置づけている。1997年の通貨

危の混乱が今も続くインドネシアとイスラム教徒の多いフィリピン南部には、以前か

らイスラム過激派が存在し、宗教・民族紛争、分離運動に介入したり、誘拐などの犯

罪にも手を染めたりしてきた。ＡＳＥＡＮ諸国の治安維持能力が概して低いことに加

え、東南アジアには島嶼が多く他国への潜入が比較的簡単であることから、テロの温

床になりやすい状況にある。そのため、米国はテロ防止のために各種の支援をＡＳＥ

ＡＮ諸国に対して行っている。８月には、アルカイダとつながりがあると疑われてい

る東南アジアのテロ組織ジェマ・イスラミア（ＪＩ）の作戦責任者とされるハンバリ

容疑者がタイで逮捕された。この逮捕はタイ及びマレーシアの当局と米中央情報局（Ｃ

ＩＡ）の共同作戦だったいわれ、対テロ戦争での米国とＡＳＥＡＮ諸国の情報機関、

捜査機関同士の協力がかなり進んでいることを示した。また、米軍は昨年前半、フィ

リンピン南部で同国軍とイスラム過激派グループ「アブ・サヤフ」の掃討を目的とす

る合同軍事演習を行い、これを契機に対テロ戦争を越えて両国の軍事協力関係が復活

しつつある。 

 



パワー・バランスの維持のための協力 

東アジアの多国間安全保障対話の場として、ＡＳＥＡＮ主導でＡＲＦ（ＡＳＥＡＮ

地域フォーラム）が1994年に発足した。ＡＲＦには、３段階（信頼醸成、予防外交、

紛争解決）の発展構想があり、地域における「協調的安全保障」の促進の側面に注目

が集まっている。しかし、ＡＲＦの創設には、冷戦終結によって軍事的撤退が懸念さ

れた米国の地域安全保障に対する関与を引き留め、台頭する中国を多国間の場に引き

出すことによって、東南アジアの安定を確保しようとする狙いもあった。そこには勢

力均衡論的な、したたかな計算が働いていたのである。中国は当初、自国の行動が束

縛されることを恐れ、多国間の場に参加することを躊躇した。しかし、現在では中国

は逆に、自国の経済発展のために米国と良好な関係を築くことに努める一方で、国際

社会における米国の一極的な地位への牽制として、東アジアにおける地域協力を利用

しようとする動きを示している。ＡＳＥＡＮ諸国が対テロ戦争を契機に米国との安全

保障関係を強化しようとする背景には、急速な中国の影響力の拡大に対する懸念が働

いている。他方、発足当初、中国の台頭に対して厳しい目を向けていたブッシュ政権

は、対テロ戦争や北朝鮮問題について中国との協力関係を必要としているが、同時に

中国の東南アジアでの影響力の拡大への対応という点で、ＡＳＥＡＮと見解が一致し

ている。 

その結果、最近米国とＡＳＥＡＮ諸国との軍事協力関係の新たな強化の動きが続い

ている。10月、米国は、ＡＳＥＡＮ諸国ではフィリピンに次いでタイにも「主要非Ｎ

ＡＴＯ（北大西洋条約機構）同盟国の地位（major non-NATO ally status）」を与え

ることによって同国との軍事協力を一層強化することで、シンガポールとは共同軍事

演習や政治対話、防衛技術分野などでの関係を強化するために、「防衛と安全保障に

関する戦略的パートナーシップの枠組み合意」の早期調印を目指して交渉に入ること

で合意した。また、米国艦艇の11月中のホーチミン市寄港にベトナムも同意したと伝

えられている。 

 

日本への期待と失望 

ＡＳＥＡＮは、2020年までに安全保障、経済、社会・文化の３分野で「ＡＳＥＡＮ

共同体」の創設を目指しているが、対テロ戦争、中国の影響力の拡大への対応に難し

い舵取りを迫られている。このような状況から、ＡＳＥＡＮには東アジアの主要国で

ある日本からの協力に対する期待が高い。東アジアに関与を深めているインドは中国

への対抗か、ＴＡＣに加盟しＦＴＡにも積極的な姿勢を示している。しかし、日本の

対応は消極的なものであった。ＦＴＡの締結については、他の貿易交渉と同じく、農

業の保護政策がネックとなっている。しかし、ＴＡＣについては、12月のＡＳＥＡＮ

との特別首脳会議を前に、加盟へ向けての検討が行われている。 

 13



安全保障についても、ＡＳＥＡＮ諸国では警戒感よりも日本の役割の拡大を歓迎す

る方向に転換している。日本の関与は中国への牽制にもなるし、米国の一国主義的行

動を抑制するバッファーにもなり得るのである。海賊対策や警察能力の向上に必要な

技術やノウハウの提供について、日本への期待は高い。昨年４月には、海上自衛隊が

「西太平洋潜水艦救難訓練」を前年のシンガポールに次いで、日本が主催するはじめ

ての多国間共同訓練として実施した。しかし、ＡＳＥＡＮ諸国との安全保障協力につ

いては、集団的自衛権に絡む憲法問題があるために限定的にならざるを得ない状況に

ある。 

ＡＳＥＡＮにとって当分の間、日本は輸出競争力の強化と域内の格差是正のための

最大の資本と技術の提供者である。しかし、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変

化しており、国内的な制約の克服も含め、この変化に対応できる体制作りを急がなけ

ればならない。シンガポールのゴー・チョクトン首相は日本に対して、「今後20年間

はＡＳＥＡＮにとって日本との関係が一番大事な関係として続く。その先50年はわか

らない」と警告したと伝えられている。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記事に関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ホームページ：http://www.nids.go.jp/ 
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