
 

 

 

 

 

 

 

 

２００３年１２月 

防衛研究所ニュース 第７２号 

 

 
 
 

防衛研究所企画室編集（０３－３７１３－５９１２）

《防衛戦略研究会議の開催》 

１２月１１日（木）、グランドヒル市ヶ谷において平成１５年度第２回防衛戦略研

究会議が開催されました。参加者は、委員１４名のほか、防衛庁から高見澤防衛政策

課長、防衛研究所からは、柳澤所長、鈴木副所長、近藤第１研究部長、林戦史部長が

参加し、約２時間にわたって意義深い議論が行われました。 

本会議は、平成１１年度に設置されて以来、定期的に実施してきていますが、本年

度は「イラク戦争後の同盟と日本の役割」をテーマとして計４回の会議が予定されて

います。今回はその第２回にあたり、「日米同盟と国益」に焦点をあてた報告と討議

が行われました。 

 会議は、佐藤行雄委員（(財)日本国際問題研究所理事長）及び土山實男委員（青山

学院大学国際政治経済学部国際政治学科教授）の報告に引き続いて議論が行われると

いう形で、渡邉昭夫座長（(財)平和・安全保障研究所理事長）の司会によって進めら

れました。議論の中心となったのは、日米同盟と国連との関係をわが国の国益という

観点からいかに位置付けるかという点であり、その中で、イラク復興支援における自

衛隊派遣が具体例として引用されました。この議論の中で、「日米同盟と国連とは２

者択一ではなく併せて考えるべき」「イラク問題と北朝鮮問題を切り離すのではなく

総合的に考えるべき」といった問題が提起され、これらの論点を含めて議論が行われ

ました。 

 

《中国人民解放軍佐官級軍人訪日団の来訪》 

１２月１日（月）、中国国防部外事弁公室副主任 馬 忠生（マ ツウオンシェン）

陸軍上級大佐を研修団長とする中国人民解放軍佐官級軍人訪日団２５名が防衛研究所

を来訪し、所長表敬と意見交換を行いました。 

本研修団の来訪は、日中佐官級交流事業の一環として実施されているもので、平成

１２年１０月、橋本元総理大臣を団長とする訪中団が当時の江沢民国家主席と会談し

た際の合意に基づいて開始されたものです。 
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表敬時の懇談においては、馬 大佐から防衛研究所をはじめとする日本の研究機関

と交流を一層進めたいとの意見があり、これに対して柳澤所長からも中国の研究機関

との交流を広い視点をもって戦略的に進めていきたいとの所見がありました。 

意見交換は、第２研究部 増田教官による「朝鮮半島問題における日中協力」と題

した報告に引き続いて行われ、北朝鮮に

対する安全の保証の文書化や共同文書の

案等について今後の見通しと日中間の協

力について議論が集中しました。 

訪日団は、１１月２５日（火）に来日

し、橋本元総理への表敬訪問、外務省訪

問、防衛庁訪問等を終えての防衛研究所

訪問でしたが、この後、防衛庁・自衛隊

の各部隊・機関等を訪問した後、１２月

７日（日）に帰国しました。 

意見交換中の訪日団 

 

《駐日インド大使館付国防武官の来訪》 

１２月９日（火）、駐日インド大使館付国防武官 プラディープ・バリ陸軍大佐が

防衛研究所を訪問し、所長表敬を行い

ました。 

所長との懇談においては、柳澤所長

が今年１０月にインド・パキスタンを

訪問した際の所見やカシミール地区

における停戦合意のニュースなど、幅

広い内容が話題に上りました。 

バリ大佐は、インド防衛研究所（Ｉ

ＤＳＡ）の勤務経験やソマリアにおけ

るＰＫＯへの参加経験があり、日印防

衛研究交流についても精通されています。バリ大佐は１１月２５日（火）に現職に着

任しました。 

懇談中のバリ大佐（写真左） 

 

《ウズベキスタン大統領府付属 戦略・地域研究所所長の来訪》 

 １２月１１日（木）及び１２日（金）の両日、ウズベキスタン大統領府付属 戦略・

地域研究所所長 ラフシャン・ミルザムラドヴィチ・アリモフ博士を防衛研究所に招

聘し、ユーラシア研究会が開催されました。 
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 本研究会は、ユーラシア情勢並びにその中心に位置する中央アジアの安全保障情勢

が、特に９・１１以降その重要性を増しつつあることに鑑み、初めてウズベキスタン

から戦略・地域研究の第一人者を招

聘するとともに、内外の識者を交え

て議論・意見交換を行うことを目的

としたものです。 

 所長表敬時の懇談では、柳澤所長

が、中央アジアの情勢が大きく変わ

りつつある中、日本とウズベキスタ

ンとの交流を進めていきたいとの挨

拶をしたのに対し、アリモフ所長か

らは、ウズベキスタンの研究所にお

いても、近年、国際安全保障におけ

る日本の役割を注視しており、日本との交流を進めていきたいとの発言がありました。 

浜田防衛庁副長官を表敬中のアリモフ所長（写真右）

アリモフ所長は、その後、浜田防衛庁副長官、高見澤防衛政策課長及び外務省欧州

局新独立国家支援室長を表敬訪問されました。 

翌日の研究会は、近藤第１研究部長の司会により、アリモフ所長の「ウズベキスタ

ン－日本：協力の新時代」と題した報告ならびに拓殖大学海外事情研究所教授 木村 

汎氏の「中央アジアと日本：example としての重要性」と題した報告に引き続き、防

衛大学校教授 孫崎 享氏（元駐ウズベキスタン大使）のコメントを得て、その後意

見交換が行われました。 

意見交換には、防衛庁内外から多数の参加者を得て行われ、米ロ関係とウズベキス

タンの関係、ウズベキスタンの対外戦略全般における日本の位置付け等が主たる論点

となり、終始活発な議論が行われました。 

 

  

《研究会》 

○１２月２日（火）、笹川平和財団主任研究員 李 燦雨（リ チャンウ）氏を講師として招聘し、

「朝鮮半島における政治・経済の国際的特性」と題した朝鮮半島研究会が実施されました。 

本研究会は、朝鮮半島の複雑な国際構造を経済的及び政治的両側面から解明することを

狙いとして行なわれたものです。 

研究会において、李 主任研究員は、韓国と北朝鮮の経済交流について具体的なデータ

に基づき論を展開し、この地域の焦点である南北鉄道連結事業が、その輸送経路のメリット

等から、朝鮮半島と中国東北部をリンクさせることに寄与する旨指摘するとともに、日朝経

済関係の発展がこの地域の発展のために不可欠であると主張しました。一方、武貞主任研
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究官は、朝鮮半島の国際構造の特性を、欧州やイラクと比較しつつ説明し、東欧が崩壊し

た後も北朝鮮は崩壊しなかった理由や、米韓同盟関係の観点からイラクと北朝鮮の相違に

ついて説明し、これらを踏まえて活発な議論が行われました。 

 

○１２月８日（月）及び９日（火）の両日、中華経済研究院副所長 張 栄豊（チョ

ウ エイホウ）氏を講師として「安全保障研究会」が実施されました。 

本研究会は、平成１５年度特別研究「わが国をとりまく戦略環境の中期的展望」にお

ける重要検討課題である、「中国・台湾」の動向を十分に把握するため、台湾の学識

経験者と意見交換を行うことを狙いとするものです。研究会は、「中国の戦略トレン

ド」及び「台湾の戦略トレンド」という２つのテーマについて２日間にわたって行わ

れました。 

 第１日は、「中国の経済改革とその展望」と題した講師の報告に引き続いて意見交

換が行われました。この中では、行政区分と２０余年にわたる改革・開放政策の中で

生まれてきた「市場」とが必ずしも一致していない中国の現状や、経済改革の進展や

経済成長が政策の透明性向上や民主化にどのようにつながっていくのかといった点に

ついて活発な意見が交わされました。  

 第２日は、「台湾経済の直面する挑戦と発展のすう勢」と題した講師の報告に引き

続いて意見交換が行われました。この中では、台湾経済の直面している問題点や中国

経済の動向が台湾に及ぼす影響、台湾の独立傾向と安全保障政策等について幅広い議

論が行われました。 

講師には、「大中華経済の理想、現実及び展望」「中国４０年の回顧と展望」「中

国大陸の経済改革と両岸経済交流の関係」等、多数の著書があります。 

 

○１２月１０日（水）、｢行方不明者の捜索と戦没者遺骨収集活動の現状と課題｣をテ

ーマとする国防政策史研究会が、客員研究員の米津等史氏を講師として招聘し、実施

されました。 

 講師は、本年１月より１年間、防衛研究所の客員研究員を務めており、本研究会は、

その成果の一端を報告いただくことを目的としたものです。 

 研究会では、日本による戦没者遺骨収集の現状、米国との比較における問題点とそ

の原因について、さらに現在の米国における戦時行方不明者捜索にかかわる法整備、

システムなどの実態に関して発表がなされ、その後質疑応答が行われました。特に、

米国の行方不明者捜索が、ベトナム戦争を契機に、｢出征者への約束を果たす｣ことを

基本理念に充実していったとの指摘がなされ、日本における当該問題への不十分な取

り組みを改めて再認識する研究会となりました。 

 講師は、元衆議院議員であり、現在ＮＰＯ｢ＪＹＭＡ｣（日本青年遺骨収集団）の副
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理事長として、厚生労働省とともに大東亜戦争の戦没者遺骨収集事業に尽力されてい

ます。 

 

○１２月１６日（火）、｢日中間の歴史認識をめぐる諸問題｣をテーマとする国防政策

史研究会が、評論家 保阪正康氏を講師として招聘し、実施されました。 

 研究会では、今秋北京で開催された日本近代史に関する日中韓三国によるシンポジ

ウム参加の体験を踏まえ、｢新思考｣と称される中国で近年注目されつつある歴史認識

の新潮流の特徴及び背景、さらには相対する日本社会の歴史認識及び戦争・平和観の

問題点について発表がなされ、その後質疑応答が行われました。特に、中国における

新潮流の動向、中国側の歴史認識への日本人の対応のあるべき姿から、｢戦争観なき平

和論｣と総括できる日本人の問題点と今回の自衛隊のイラク派遣との関連にまで言及

され、きわめて今日的な示唆に富んだ研究会となりました。 

講師は、昭和史や現代医療の分野を中心として、精力的な執筆活動を行っており、

『東条英機と天皇の時代』『戦争観なき平和論』『吉田茂という逆説』『日本解体』

など多くの著書があります。 

 

○１２月１６日（火）、韓国東西大学教授 張 済国（チャン ジェイ クック）氏を講師として招

聘し、「最近の朝鮮半島動向」と題した朝鮮半島研究会が開催されました。本研究会は、第

２回６者協議の開催を前にした韓国が北朝鮮の核問題をどう見ているのか、また、日米韓政

策協調が今後どのように進展していくのかについて意見交換を行うことを狙いとしたもので

す。  

研究会では、６か国協議開催に向けて各国の努力が続くなか、主として、韓国内政、米韓

同盟、韓国の中国に対する姿勢変化の背景について議論が行なわれました。 

講師は、韓国内政がいろいろな難題をかかえており、それが韓国の対米政策に影響を与

えていることを指摘するとともに、大量破壊兵器拡散を防止すべく、日本、韓国、米国の３か

国が協調することの重要性について主張されました。 

一方、武貞主任研究官は、韓国が自立した国防体制をとることを米国に主張しつつ中国

に対する好感度を高めようとしている背景として、米韓同盟関係に潜む韓国の政策的ジレン

マ、韓中貿易の進展、米国の政策決定者が韓国を理解するにあたっての問題点、韓国で高

まる民族主義など１０の要因を指摘しました。 

また、出席者とのあいだで、韓国の世論変化の背景、韓中関係の将来、朝鮮半島が統一

された後の中国の役割等について、活発な意見交換が行われました。 

 

○１２月１９日（金）、「旧東欧諸国の視点から見たヨーロッパ拡大（ＥＵ・ＮＡＴ

Ｏ）の実態と展望」と題したロシア・東欧研究会が、法政大学社会学部教授 羽場久
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美子氏、防衛大学校助教授 広瀬 佳一氏、東京大学大学院総合文化研究科教授 柴 

宣弘氏を講師として招聘し、実施されました。 

 本研究会は、これまでヨーロッパがアジア太平洋地域の安全保障構築に参考となる

先導的な役割を果たしてきたことに鑑み、改めて今日におけるヨーロッパの動向の再

評価と、ＥＵ・ＮＡＴＯの拡大について、旧東欧諸国の視点から解明し、じ後の防衛

研究所における調査研究の質的向上を図ることを目的としたものです。 

 研究会では、３人の講師からそれぞれ「ヨーロッパの拡大と中・東欧の課題－国家、

民族、安全保障－」「ヨーロッパ拡大と中欧の安全保障」「ヨーロッパ統合とバルカ

ン諸国－総選挙後のクロアチアと総選挙前のセルビアを中心として－」と題した報告

を受けた後、講師を中心に活発な意見交換が行なわれました。特に、中欧、東欧、バ

ルカンの各地域諸国の視点から見たＥＵ・ＮＡＴＯの拡大と欧州の安全保障に関する

現状と展望及び問題点について、ＧＤＰや世論調査等のデータを活用しつつ、具体的

な意見交換が行なわれました。 

 

《第５１期一般課程》 

一般課程は、１２月１日（月）から１２月２６日（金）までの間、「国内及び国際

経済情勢の現状と動向に基づき、我が国の安全保障に関係ある経済上の諸問題を把握

させ、それが我が国の安全保障に及ぼす影響について考察させる。」ことを主眼とし

て経済コースを実施しました。 

この間、１２月５日（金）には、航空総隊司令部、航空支援集団司令部及び技術研

究本部第２研究所の現地研修を行い、航空自衛隊の現況及び防衛庁の装備開発の現状

についての認識を深めました。また、１２月１２日（金）には、硫黄島における海・

空自衛隊部隊の現況及び戦跡を研修し、同島の防衛上の位置付け及び太平洋戦争で果

たした歴史的役割の認識を深めました。 

 

《第２６回Ⅰ種事務職職員研修》 

 I 種事務職職員研修は、１２月１１日（木）に課題研究発表会を開催しました。９

月末に始まった当該研修では、国際関係、安全保障理論、地域情勢、戦史などの講義・

セミナーが盛り込まれており、そうした研修の集大成として各研修員が執筆したのが

課題研究論文です。課題研究の発表は、わが国の防衛構想、日米関係、核不拡散問題、

戦時国際法、中東・東アジア情勢等、極めて広範なテーマにわたり、質疑応答も非常

に活発に行われました。 

 １２月１２日（金）には修了行事が実施され、約２か月半に及ぶ研修を修了しまし

た。 
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《第４４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、陸軍及び海軍関係者の回想類の特集です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「遠山登中将回想録」『遠山登』（昭和４０年） 

   筆者が在満当時を回顧した回想緑 

２ 「昭和１４年軍令部部員（対英国担当）大井篤の記録」『大井篤』（昭和５１年） 

当時軍令部部員（対英国担当）たりし筆者の回想録 

３ 「日本海軍の対外情報機構」『実松譲』（昭和３３年） 

   日本海軍の対外情報機構について記載した史料 

 

 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４４

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。 

 

「国益の観点から、自衛隊イラク派遣の意義を考える」 

防衛研究所長

柳澤 協二 

 

【要旨】イラク派遣の最大の論点は、「リスクを負った」活動になることである。「軍

隊」がリスクを負担するに値する国益とは何か、また、リスクを担える有能な「軍隊」

を持った我が国が、いかなる国際秩序を目指し、何をしようとしているのかが問われ

ている。 

   

昨年１２月９日、イラクに自衛隊を派遣するための基本計画が閣議決定されたが、

１２月１２日付朝日新聞の世論調査によれば、派遣反対が 55％、また、派遣理由の説

明について納得できないとする回答が 64％に上っている。 

 派遣される隊員の多くは、使命感に燃えてイラクに赴く決意を固めている。個々の

自衛官は、いかなる任務であれ「命令があれば行く」というプロフェッショナリズム

を持っているほか、組織としての自衛隊は、「自己完結的」であるのみならず、危険

が大きいほどより大きな団結力を発揮するという特性を持っている。だが、「命令が

あれば行く」ことと「命令がなければ帰らない」ことはイコールではない。イラクは、

派遣される隊員にとっても、派遣を命じる政治の側にとっても長く、苦しい選択であ

り続けることが予想されるだけに、派遣の意義について議論を深め、隊員のプロフェ

ッショナリズムを支援し、隊員と国民とが共有できるやりがいのある仕事に「育てて

いく」努力が必要だ。 

 自衛隊の海外任務については、累次のＰＫＯ参加を経て、世論の支持が高まり、平

成１１年度の内閣府調査ではＰＫＯ参加への支持（「どちらかといえば支持」を含む）

が約８０％に上った。一方、テロ特措法に基づくインド洋への派遣に関しては、平成

１４年度の調査で約６５％と、過半数を超えてはいるものの支持の割合は低下した。
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これは、アフガン戦争に直結した「戦時下の派遣」であることが影響していると思わ

れる。今回、イラクへの派遣に対する支持（朝日新聞によれば、「支持する」３４％）

が低いのは、無差別のテロ攻撃の可能性がある現地の治安状況が大いに影響している

と考えられる。 

 こうした世論の分裂状況を抱えたまま、仮に隊員に不測の事態が生じるようなこと

があれば、世論が圧倒的に派遣反対に振れイラクにおける任務継続が困難となること

が予想されるばかりでなく、ＰＫＯ派遣等を通じて積み重ねられてきた冷戦後の安全

保障分野における国民のコンセンサスを崩壊させることにもなりかねない。 

 他方、我が国が撤退するようなこととなれば、テロリスト等の妨害勢力を勢いづか

せるとともに、イラクに軍隊を派遣している他の諸国にも影響を与え、ひいてはイラ

ク復興の努力を水泡に帰せしめる結果となる。従って、派遣した以上、安定と復興を

達成するまで後戻りはできないのであって、いきおいイラクへの派遣は長期化せざる

を得ない。 

 これは、イラク派遣を巡る国民世論の分裂という政治的危機が長期に亘って継続す

ることを意味している。同時に、派遣部隊が士気を維持してイラクの復興に成果を上

げるならば、「リスクを負った国際貢献」に関する新たな国民のコンセンサスを形成

する好機ともなりうる。 

 我が国は、湾岸戦争以後、自衛隊による多くの国際貢献を実施し国民の支持を得て

きたが、いずれも、今回のイラクのような厳しい治安情勢を前提としたものではなか

った。石破長官は、昨年１２月２６日のイラク派遣空輸部隊の編成完結行事における

訓示の中で、「リスクを賭けても守るべきものがある」ことを指摘したが、イラク派

遣を巡る議論の焦点は、まさに、リスクを賭けてでも守るべきもの、あるいはリスク

を負わなければ達成できないものは何か、ということに他ならない。 

 「国益」という用語は多様に定義されるが、特に第２次大戦後は、国家のエゴイズ

ムを表すものとして忌避される傾向もあった。近年、イラクへの対応をめぐる議論が

国連か日米同盟かという選択の問題として収斂していく中で、判断基準としての「国

益」の再定義が試みられるようになってきた。 

  自衛隊の活動をめぐっては、いわゆる有事関連３法が国会の９０％の支持で成立し

たことに見られるように、有事における国の安全確保の必要性については国民的コン

センサスが形成されている。周辺事態における対米協力についても、特にそれが朝鮮

半島事態の波及としてイメージされる限り、我が国の「準有事」と認識され、基本的

コンセンサスが得られていると考えられる。問題は、よりグローバルな、対テロ戦争

や大量破壊兵器の拡散防止という、我が国に対する伝統的な有事とは直接連動しない

事態における対応に係るコンセンサスが未成熟なことである。 

 ９・１１後のアフガン戦争において我が国はインド洋に艦隊を派遣したが、地上に
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おける自衛隊の活動は、法律上可能ではあっても未だ実行されておらず、その限りで

深刻なリスクを担った活動には踏み込んでいない。これは、イラク戦争に反対したド

イツが、アフガンでは大規模な地上兵力を投入してリスクを負担していることと好対

照 で あ る 。 ア フ ガ ン 戦 争 に お け る 「 Show-the-flag 」 と イ ラ ク に お け る

「Boots-on-the-ground」との違いは、第１に国連決議による明示的承認の有無、第２

に９・１１という日本人も犠牲となった大惨事への共感の有無があげられるが、我が

国の決断に実際上最大の影響を与えた要因はリスクの有無であったと言うことができ

る。 

 ここで、自衛隊の活動との関連で「国益」を考えれば、国益とは、畢竟、「軍隊」

に危険を負わせるに足る価値があるかどうかによって定義されるべきものである。国

の有事や準有事にあっては、軍隊は当然、「危険を顧みず」戦うことが期待されるが、

それ以外のケースでは判断が分かれる。自衛隊員は「我が国の平和と独立を守る」使

命に対して「危険を顧みず身を以て責務の完遂に努める」ことを宣誓しているのであ

って、イラクで危険を冒すのは「契約違反だ」との意見が出てくるのも、その判断の

多様性を表している。 

 それでは、リスクを負ってもイラクに派遣すべき理由とは何なのだろうか。石破長

官は、先の訓示で次の５点を上げている 

 ①戦後の復興を経験した国としてイラクの人々の復興を助ける ②テロに屈しない

ことで自由と民主主義という価値を守る ③国連の要請に応える ④中東の安定は、

エネルギーの大半を依存する我が国の国民生活を守る上で必要 ⑤ともにリスクを負

うことで日米同盟の信頼性が高まる。 

 ここで、①にイラクの人々への共感を訴え、②でテロとの戦いにおける我が国の決

意をあげているのは国益の観点から見て極めて重要な問題提起である。なぜなら、③

は派遣の正当性、④⑤は、派遣の目的が成功裏に達成された場合の好ましい結果を述

べたものであるのに対し、①②では、我が国の姿勢、すなわち、我が国がイラク復興

に積極的なプレイヤーとして参加する意欲が示されているからである。 

 国であれ個人であれ、危険を冒しても守ろうとするものは、自己の生存と、自己の

存在意義に関わる価値である。先に、我が国において伝統的脅威と直結しない事態へ

の対処に係るコンセンサスが未成熟であると述べたが、それは、我が国が国際秩序の

形成といかに関わるかという意味の「国際社会におけるアイデンティティー」が未成

熟であることの裏返しである。 

 勿論、国のアイデンティティーを守るという理由で戦争に訴えることは許されない。

しかし、例えば、中国が台湾の独立には武力の使用を辞さないのは、「一つの中国」

という国のアイデンティティーに関わる問題であるからだ。また、カナダやオースト

ラリア等の先進国がＰＫＯに積極的に参加しているのも、国際秩序の形成に参加する
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国であるというアイデンティティーを持っているからだ。さらに、アメリカが９・11 

以後、先制攻撃も辞さない戦略ドクトリンを表明したのも、自国の安全と共に超大国

としてのアイデンティティーが脅かされていることと無縁ではない。国のアイデンテ

ィティーは、持ち方によっては地域の安定にマイナスの効果を及ぼすが、伝統的に軍

隊がリスクを負担する理由になっている。先に国益の定義に従えば、これも安全と並

ぶ国益と言うことができる。 

 国のアイデンティティー実現のため軍隊にリスクを負わせるとすれば、国際社会に

おける位置づけとという形でアイデンティティーを持たなければならない。 

 これについては、「戦後、国際社会から受益する立場であった我が国が、いまやそ

の平和維持に寄与すべき立場になった」ことが強調されている。ところが、冷戦中に

おいても我が国は、「西側の一員」としての防衛努力を強化することによって「平和

維持に寄与」してきたし、冷戦後においては、ＰＫＯの後方支援に参加するなど、国

際平和への寄与を行ってきた。従って、「国際社会の平和維持に寄与する」ことから

さらに一歩を進め、「リスクを負っても寄与する」ことの意味を説明しなければなら

ない。 

 戦闘任務であれ後方支援であれ、軍隊を派出するのは、国の最も強いコミットメン

トの証である。同時に、冷戦後の新たな脅威である国際テロリズムや大量破壊兵器の

拡散は、それらを助長するいわゆる無法国家や破綻国家の存在と密接に結びついてい

る。こうした国々を責任ある主体として国際社会に復帰させることが必要である。そ

れは、軍隊だけの力でなし得ることではないとしても、ときに強制力を持った軍隊の

役割が欠かせない。 

 冷戦終結以後、旧ユーゴスラビアやソマリアにおいて「人権の危機」が生起した。

アフガンにおいては国際テロ組織の脅威が、さらにイラクについては大量破壊兵器の

脅威が問題となった。それぞれの対応については、国際的コンセンサスのあり方や武

力行使の手順に関する相違はあったが、いずれの場合も、破綻国家の問題を解決しな

ければならないこと、及び国家再建には広範な国際協力が必要であることが認識され

ている。ことにイラク戦争は、政権の打倒はアメリカ１国で可能でも、国造りには広

範な国際協力が不可欠であることを劇的に示すものとなった。 

 イラクへの自衛隊派遣の意義は、第１に、我が国が、そのような国際秩序の展望を

持っていることの表明になることである。また、従来にないリスクを負うことによっ

て、第２に、我が国が「国際秩序のフォロワーとして部分的に貢献する」立場から、

「国際秩序の創設により積極的、かつ全面的に参加する」立場に変わろうとしている

ことを意味している。さらに、自衛隊がテロ等の現代のリスクを実際に担うことがで

きることを示すならば、第３に、国民の信頼を高めるとともに他の国から侮りを受け

ない「有能な軍隊」として、我が国の安全をより確かなものにすることもできる。 
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 ところで、国際秩序の創設とは、古来、大国と言われる国の仕事であった。我が国

は初めて大国の責任を担おうとしている、と言い換えることもできよう。では、我が

国はどのような「大国」を目指すのだろうか。 

 我が国は、自衛隊の海外任務について、戦闘には従事しない、国際社会の要請に基

づいて行動するといった原則を事実上確立しているうえ、経済力という軍事力以外の

手段を駆使することのできる国である。我が国が、リスクを負った国造りに参加でき

る国となることは世界にとって有益であり、我が国の国際的地位の向上につながる。

そのような「利己的でない大国として国際秩序作りに発言力を持つこと」を国益とし

て定義すべき時期に来ている。 

 国際テロリズムや大量破壊兵器の拡散といった新たな脅威観をアメリカと共有する

我が国として、アメリカの役割を基本的に評価することは当然であるが、同時に、ア

メリカの軍事力があまりにも強大である一方、破綻国家の再建や、宗教と貧困といっ

た根元的対策には国際社会の協力が不可欠であるが故に、国連を再活性化するなど、

国際社会の合意形成を併せて追求する必要がある。小泉総理が言われるように「国際

協調と日米同盟の両立」が必要となるのである。 

 そのためには、「国連と同盟の両者のニーズが一致するから行動する」のではなく、

両者を超える判断基準を持ち、両者を一致させるよう働きかけなければならない。イ

ラクは、その最初の実践の場となりうる。なぜなら、詳細は論じられないが、イラク

の治安回復と復興を妨げている要因には国連を含む国際社会の全面的コミットメント

の欠如があり、国際社会の完全な一致がなければ派遣部隊の活動に対する懸念も解消

されることはないからである。 

 イラクでの任務はこれからスタートするが、その中で、新たな国益に関するコンセ

ンサス作りに向けた真摯な論議を継続しなければならない。そのことが、イラクでリ

スクを担う部隊に対する最大の精神的支援になるものと確信している。 

 

 

※ 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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